平成２９年度（２０１７年度）

☆アーガス個別指導会新規生募集要項☆
◇ 一般募集期間

◇

・平成２９年０１月３０日（月） ～ 平成２９年０３月１７日（金）
＜上記一般募集期間中に体験の申し込みをされた方には、5,000 円分の体験優待割引を適用いたします。＞

◇ 募集学年・コース別人数

◇

・スーパー飛び級コース（小 1・小 2）

13 名

・スーパー飛び級コース（小 3・小 4）

7名

・スーパー飛び級コース（小 5・小 6）

7名

・スーパー飛び級コース（中 1～中 3）

7名

・スーパー飛び級コース（高 1・高 2）

7名

・国立大学受験本科コース（中 1～中 3）

7名

・国立大学受験本科コース（高 1～高 3、過卒生） 9 名
・中学校受験特別コース（小 3～小 6）

7名

・学力向上特進コース（小 4～小 6）

3名

・学力向上特進コース（中 1～高 1）

3名

◇ コース説明

◇

◎スーパー飛び級コース（対象：小 1～小 6、中 1～中 3、高 1～高 2）
・文科省で決められている学校で習う一年分の範囲を約 3 か月で終了させます。
・余裕を持って 3 学年分以上の先取り学習をすることを基本としております。
・中学校を卒業するまでに英検・数検・漢検の 2 級以上をチャレンジしていただきます。
◎国立大学受験本科コース（対象：中 1～中 3、高 1～高 3、過卒生）
・東大・京大・阪大をはじめとする難関国公立大学現役合格を目指すコースです。
・高 2 修了までに高 3 内容の教科書レベルの学習は終了させます。
◎中学受験特別コース（対象：小 3～小 6）
・私立中学校・国立大学附属中学校を目指すコースです。
・塾長をはじめ専任講師のみで指導する特別なコースです。
・大量の宿題を課す無理な詰め込み指導はいたしません。
・入会前の有料体験及び懇談会で十分に生徒本人の可能性をお話しさせていただきます。
◎学力向上特進コース（対象：小 4～小 6、中 1～中 3、高１）
・私立学校の進度の早い授業にしっかりとついていけるようにフォローするコースです。

・定期試験が学校平均点より下回っている生徒はまず平均点以上を目指します。
・平均点まで到達した生徒は小学生は 90 点以上取れるように鍛錬します。
・また、中・高校生は 80 点以上取れるように鍛錬します。
・目標を達成できた生徒はこのコースを卒業して別のコースに移っていただきます。

◇ 入会までの流れ

◇

・一次面談の予約をしていただきます。
・入会テストはございません。
・一次面談終了後、１週間～３週間の有料体験に入っていただきます。
・体験指導料金は小学生低学年は 12,000 円(2 時間×3 回)、
小学生中学年・高学年は 16,000
円(2 時間×4 回)、中学生は 20,000 円(2.5 時間×4 回)、高校生は 24,000 円(3 時間×4
回)、過卒生は 36,000 円(3 時間×6 回)となっております。[税別]
・既定の体験指導が終了後、二次面談を行います。この面談で入会の可否を決めさせてい
ただきます。
・入会が決定した場合、体験指導料金は入会金へ充当させていただきます。
・入会後、個人プログラムを作成し、受験勉強がスタートします。

◇ 必要経費

◇

＜平成 29 年度の入会者にかかる費用です。[すべて税別です]＞

＊入会金＊
▶ 小学生

20,000 円

▶ 中学生

25,000 円

▶ 高校生

30,000 円

▶ 過卒生

50,000 円

＊授業料＊
＜1 時間単位の授業料になります。＞

▶ スーパー飛び級コース（小 1～小 2）

1,200 円

▶ スーパー飛び級コース（小 3～小 4）

1,300 円

▶ スーパー飛び級コース（小 5～小 6）

1,400 円

▶ スーパー飛び級コース（中 1～中 3）

1,400 円

▶ スーパー飛び級コース（高 1～高 2）

1,500 円

▶ 国立大学受験本科コース（中 1～中 3）

1,800 円

▶ 国立大学受験本科コース（高 1～高 3）

1,900 円

▶ 国立大学受験本科コース（過卒生）

2,000 円

▶ 中学校受験特別コース（小 3～小 4）

1,800 円

▶ 中学校受験特別コース（小 5～小 6）

1,900 円

▶ 学力向上特進コース（小 4～小 6）

1,800 円

▶ 学力向上特進コース（中 1～中 3、高 1）

1,900 円

＊教材費＊
▶ 英語 １ＩＤ使用料 中学生・高校生
・通常版

3,000 円／月

・PHP 版

4,000 円／月

▶ 数学 システム使用料（週 1 コマにつき）
・中学生

2,400 円／月

・高校生

3,600 円／月

▶ 国語・算数 システムプリント使用料（週 1 コマにつき）
・小学生

2,400 円／月

＊他の必要経費＊
▶ 塾生保険代金

840 円／年

▶ IC カード作製代金

1,000 円／回

※入会時及び紛失時に必要になる費用です。

▶ 設備費

500 円（週 1 回につき月 500 円）

※例）週 4 回通塾の場合は月に 2,000 円となります。

▶ スーパー飛び級算数プリント代

1,000 円（週 1 回につき月 1,000 円）

▶ 高校数学プリント代

1,000 円

※高校生範囲の数学を学習している生徒のみ必要となります。

▶ テキスト及び模擬テスト、各種検定試験代金
▶ 特別映像教材利用希望者

実費負担

8,000 円／月 (1 教科につき)

国立大学受験専門進学塾

アーガス個別指導会玉造駅前校
[所在地]
大阪市中央区玉造１丁目６－１３ 玉造ロイヤル和光ビル４F (〒540-0004)
[電話・FAX 番号]
TEL. 06-6765-1119
FAX. 06-6764-4630
[ＷＥＢページ]
アーガス個別指導会

http://www.agas.co.jp/

株式会社イー・ステーション

http://www.e-station.biz/

[代表者名]
本寺昭良（Motodera Akiyoshi）

[Facebook]
アーガス個別指導会

https://www.facebook.com/AgasKobetsu

塾長個人 Facebook

https://www.facebook.com/akiyoshi.motodera

[Blog]
塾長のアメブロ
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