２０１９年度 進学館阪急豊中校 指導要項一覧
【新入学用】
学年

種類

講座名

メイン

★メインステージ

科目

曜日

時間

金

16:00～16:50

土

12:45～13:35

火

16:00～16:50

水

16:00～16:50

土

14:10～15:00

算数

土

15:10～16:00

算数

土

17:10～18:00

月

17:10～18:55

土

14:10～16:00

月・水

17:10～18:55

水・土

水17:10～18:55
土14:10～16:00

算数

土

16:10～17:00

☆新小４準備講座

算数

土（月１回）

9:30～11:00

玉井式国語的算数教室

算数

土

12:45～13:35

Ⅰ
小１

算・国
Ⅱ

玉井式国語的算数教室

算数
Ⅰ

メイン

算・国

★メインステージ
Ⅱ

小２
最高レベル特訓 算数

*ユニット

玉井式国語的算数教室
Ⅰ

算・国

★メインステージ
Ⅱ
メイン
Ⅰ

算・国

★プレ・ステージＥ
小３

Ⅱ
最高レベル特訓 算数

*ユニット

☆印は新規開講講座です。
★小１～小３のメイン講座にはB.B.Room があります。詳しくは別紙をご覧下さい。
また、小１～小４のメイン講座を受講される方は、『わくわく文庫』を週１回１コマ無料で受講して頂けます。
○小１～小３『玉井式国語的算数教室』は、冬期講習も年間カリキュラムの一環として授業を実施致します。
詳細は改めてご案内致します。
○小３『新小４準備講座』の日程は下記の通りです。
（９月分）10/5 （10月分）10/26 （11月分）11/16 （12月分）12/14 （１月分）2/1
◇Ⅰ・Ⅱと記載がある講座の内容は同じです。
◇小３『プレ・ステージＥ』は、選抜制となっております。詳しくはお問い合わせ下さい。
◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせ下さい。

【進学館阪急豊中校】
ＴＥＬ：06-6840-5545
ＦＡＸ：06-6858-1159

◆進学館オープン模試の日は、授業は行いませんのでご注意下さい。ただし、１／１１（土）は授業を行います。
◆小１～小３のメイン講座（算数）には、復習に使用できるインターネット授業を標準装備しています。

講座変更等の各種ご変更は担当とご相談の上

前月２０日までに
お届けのご提出をお願い致します。(要印鑑)

２０１９年度 進学館阪急豊中校 指導要項一覧
【新入学用】
学年

種類

講座名

科目

曜日

時間

火

17:00～20:05

金

18:00～20:05

４科

火・金

17:00～20:05

２科

火

17:00～20:05

３科

火

17:00～20:05

（算・国・理）

（算・国・社）

金
火
金

18:00～20:05
17:00～20:05
17:00～17:50
19:15～20:05

４科

火・金

17:00～20:05

火・金

17:00～20:05

土※

13:35～16:15

算数・記述

土

9:30～11:00

３科ｏｒ４科

月・木

17:00～21:00

３科
★メインステージ

★メインステージＯＮＥ
メイン
小４
★メインステージ 国立コース

３科

★Ｓｔａｇｅ Ｅ
サタデー池附
☆メインステージ

メイン

☆メインステージ 国立コース

４科

３科

月

17:00～21:00

（算・国・理）

木

19:15～21:00

３科

月

19:15～21:00

（算・国・社）

木

17:00～21:00

４科

月・木

17:00～21:00

月・木

17:00～21:00

土※

14:30～18:05

土

9:30～11:00

小５

☆Ｓｔａｇｅ Ｅ
サタデー池附

３科ｏｒ４科
算数・記述

※小４・小５『Ｓｔａｇｅ Ｅ』の土曜日の授業は千里中央校で実施致します。
★小４のメイン講座にはB.B.Room があります。詳しくは別紙をご覧下さい。
また、小１～小４メイン講座を受講される方は、『わくわく文庫』を週１回１コマ無料で受講して頂けます。
☆小５のメイン講座には算数の演習時間「ＯＰＴ」があります。曜日・時間は下記の通りです。①・②からひとつお選び頂きます。
①水…19:15～20:05 ②土…9:30～10:20
○小４『サタデー池附』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/7 （10月分）10/12 （11月分）11/2 （12月分）11/30 （1月分）後日お知らせ致します。
○小５『サタデー池附』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/14 （10月分）10/19 （11月分）11/9 （12月分）12/7 （1月分）1/25
◇小４～小６『Ｓｔａｇｅ Ｅ』は、選抜制となっております。詳しくはお問い合わせ下さい。
◇小４～小６『メインステージ』は単科受講が可能となっております。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせ下さい。
◆進学館オープン模試の日は、授業は行いませんのでご注意下さい。ただし、１／１１（土）は授業を行います。
◆小４～小６のメイン講座で使用する「ＳＴＥＰ」の単元の予習や
メイン講座の復習（講座取得者対象）に使用できるインターネット授業を標準装備しています。

講座変更等の各種ご変更は担当とご相談の上

前月２０日までに
お届けのご提出をお願い致します。(要印鑑)

【進学館阪急豊中校】
ＴＥＬ：06-6840-5545
ＦＡＸ：06-6858-1159

２０１９年度 進学館阪急豊中校 指導要項一覧
【新入学用】
学年

種類

講座名

科目

クラス

３科ｏｒ４科

Ｋ

３科ｏｒ４科
メイン

曜日

時間

水・金

17:00～21:00

土※

13:30～17:20

水・金

17:00～21:00

土※

14:30～18:05

水・金

17:00～21:00

土

15:10～18:55

水・金

17:00～21:00

土※

13:30～17:20

月

17:20～19:00

土

19:20～20:40

Ｔ

ＳＴＥＰ

小６

３科ｏｒ４科

３科ｏｒ４科

*ユニット

☆難関レベル算数 高槻

Ｖ１

Ｖ２

算数

☆志望校別過去問ルーム

☆印は新規開講講座です。
※小６『ＳＴＥＰ』の土曜日の授業は、Ｋクラス・Ｖ２クラスは西宮北口校で、Ｔクラスは千里中央校で実施致します。

【千里中央校で実施】
学年

講座名

科目

曜日

時間

小６

☆志望校別特訓講座 高槻特訓

３科ｏｒ４科

土

9:00～11:50

☆印は新規開講講座です。
○小６『志望校別特訓講座 高槻特訓』（千里中央校で実施）の日程は下記の通りです。
（９月分）9/7 ・ 9/14 （10月分）10/12 ・ 10/19 （11月分）11/9 ・ 11/16 （12月分）11/30 ・ 12/7 （１月分）1/11※
※1/11の授業は時間が変更になる場合がございます。その際は、事前にご連絡致します。
◇小４～小６『メインステージ』は単科受講が可能となっております。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせ下さい。

◆小４～小６のメイン講座で使用する「ＳＴＥＰ」の単元の予習（進学館在籍生対象）や
メイン講座の復習（講座取得者対象）に使用できるインターネット授業を標準装備しています。
※小６は復習型のみになります。

講座変更等の各種ご変更は担当とご相談の上

前月２０日までに
お届けのご提出をお願い致します。(要印鑑)

【進学館阪急豊中校】
ＴＥＬ：06-6840-5545
ＦＡＸ：06-6858-1159

２０１９年度 図形の極 指導要項一覧

曜日・時間

豊中①

豊中②

月

16:00～16:50

17:00～17:50

火

16:00～16:50

17:00～17:50

水

16:00～16:50

17:00～17:50

木

16:00～16:50

17:00～17:50

金

16:00～16:50

17:00～17:50

土

10:30～11:20

11:30～12:20

豊中③

豊中④

豊中⑤

豊中⑥

12:45～13:35

14:10～15:00

15:10～16:00

16:10～17:00

【図形の極】
＜対 象＞小１～小６
＜対 象＞※小１～小３のメイン講座と併せて受講する場合、メイン講座のB.B.Room にてご案内致します。
＜対 象＞※別紙をご覧下さい。
＜進め方＞『図形の極』は、進級式となっております。（進級テストあり）
小１・小２のお子さまは１０級、小３・小４のお子さまは９級、
小５・小６のお子さまは８級からの学習となります。飛び級はできません。
なお、１０級・９級・８級ともに基本事項の確認となっております。
特に小５・小６のお子さまに関しましては、基本的な内容からの学習になりますので、
お子さまのレベルに合わない場合がございます。お申込み前に、必ず教材等をご確認下さい。
※教材費は１０級が1,620円（税込）、９級以降が1,944円（税込）です。

『図形の極』とは･･･
◆中学入試の重要単元である図形を、基礎から楽しく学べる“図形に特化した講座”です。
◆徹底した図形指導を個別形式で行います。集団授業ではありません。
自分のペースで、段階を踏みながら学習を進めることができます。
◆進級式(１０級～１級)の無学年テキストを使用します。
学年、年齢に関係なく、一人ひとりの理解度に合わせてテキストを進めていくので、無理なく実力を身につけられます。
◆美しいアニメーション映像による詳しい解説を、パソコン、タブレット、スマートフォンで視聴できます。
教室ではiPadを用いて、映像を視聴し、理解を深めていきます。
図形センスやイメージング力を身につけるのに非常に有用なアニメーションとなっております。
①図形問題を得意にしたい。
②低学年から集中力を養い、算数に対する興味関心を持ってほしい。
③中学入試に向けて、図形を基礎から鍛え、得点力を高めたい。
このような方々にお勧めの講座です。
基本的な内容からのスタートとなりますので、高学年のお子さまはお申し込み前にテキストをご確認下さい。

注意事項
※これからアップにご入学の方は別途入学金【小１～小３ 10,000円（税抜） 小４～小６ 20,000円（税抜）】が必要です。
※講座の追加など各種変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までに講座変更届をご提出下さい。
※進学館オープン模試の日は、授業は行いませんのでご注意下さい。ただし、１／１１（土）は授業を行います。

【進学館阪急豊中校】
ＴＥＬ：06-6840-5545
ＦＡＸ：06-6858-1159

２０１９年度 わくわく文庫 指導要項
【阪急豊中校】
曜日
月
火
水
木
金
土

豊中①
15:00～15:50
15:00～15:50
15:00～15:50
15:00～15:50
15:00～15:50
10:30～11:20

豊中②
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
11:30～12:20

豊中③
17:00～17:50
17:00～17:50
17:00～17:50
17:00～17:50
17:00～17:50
12:45～13:35

豊中④
18:00～18:50
18:00～18:50
18:00～18:50
18:00～18:50
18:00～18:50
14:10～15:00

豊中⑤
豊中⑥
豊中⑦
19:10～20:00
19:10～20:00
19:10～20:00
19:10～20:00
19:10～20:00
15:10～16:00 16:10～17:00 17:10～18:00

豊中⑧

注意事項
※講座変更は前月２０日までに講座変更届をご提出下さい。
※講座は週に何コマでも取得可能です。（ただし、曜日・時間は固定となります。）
※進学館オープン模試の日は、授業は行いませんのでご注意下さい。ただし、４／２７（土）・１／１１（土）は授業を行います。

