２０２２年度 進学館阪急豊中校 開講講座一覧
【新入学用】
種類

学年

小１

受験
対策
講座

講座名

Ⅰ
メイン

小２

★メインステージ 進学館(Ｓ)コース

★玉井式国語的算数教室 ※１

算数

★メインステージ 進学館(Ｓ)コース

金

16:00～16:50

土

12:45～13:35

土

14:10～15:00

火

16:00～16:50

土

12:45～13:35

土

15:10～16:00

木

17:10～18:55

土

14:10～16:00

算・国

★玉井式国語的算数教室 ※１

算数

Ⅰ
★メインステージ 進学館(Ｓ)コース

入学試験

-

必要

Ⅱ

能力
開発
講座

時間

必要

Ⅰ
メイン

曜日

算・国
Ⅱ

能力
開発
講座

受験
対策
講座

科目

算・国

-

必要

Ⅱ
メイン

小３

月※

17:10～18:55

木

17:10～18:55

月※

17:10～18:55

土

14:10～16:00

算数

土

16:10～17:00

必要

新小４準備講座

算数

土
（月１回）

9:00～10:30

必要

★玉井式国語的算数教室 ※１

算数

土

17:10～18:00

-

KIWAMI AAA+ 図形の極 ※２

図形

開講日程参照

-

わくわく文庫

速読・速聴

開講日程参照

-

Ⅰ

受験
対策
講座

★プレＥＮコース

オプション

能力
開発
講座

～

小１

小６

能力
開発
講座

算・国
Ⅱ

最高レベル特訓 算数

必要

※小３『プレＥＮコース』の月曜日の授業は千里中央校で実施いたします。
★小１～小３のメイン講座および『玉井式国語的算数教室』にはB.B.Room があります。
また、小１～小３のメイン講座および『玉井式国語的算数教室』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いただけます。
○小３『新小４準備講座』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/10 （10月分）10/8 （11月分）11/5 （12月分）12/3 （1月分）1/21
※１ 『玉井式国語的算数教室』は、年間３冊の教材を使用します。１冊1,760円（税込）です。入学月、教材の使用開始月にご購入いただきます。
教材使用月：vol.１･･･２月～６月 vol.２･･･６月～１０月 vol.３･･･１０月～１月
※２ 『KIWAMI AAA+ 図形の極』は、おひとり２セットまで（１セット：週１回で月３回）とさせていただきます。
※２ 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。
※２ 教材費：１０級･･･1,650円（税込） ９級以降･･･1,980円（税込）
◇Ⅰ・Ⅱと記載がある講座の内容は同じです。
◇入学金：小１～小３…11,000円（税込）が必要です。アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
◇オプション講座は、メイン講座を取得している場合は学費が半額となります。
◇小３『プレＥＮコース』は、選抜制となっております。詳しくはお問い合わせください。
◇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、小３『プレＥＮコース』にはＥ-Lecture『Road to 算オリ』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いたします。
◇詳しくは、進学館事務局までお問い合わせください。

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

２０２２年度 進学館阪急豊中校 開講講座一覧
◆KIWAMI AAA+ 図形の極 開講日程
曜日・時間
月
火
水
木
金
土

豊中①
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
14:10～15:00

豊中②

豊中③

17:00～17:50
17:00～17:50
15:10～16:00

16:10～17:00

※小１～小３のメイン講座および『玉井式国語的算数教室』を受講される方は、『KIWAMI AAA＋ 図形の極』をB.B.Room の“図形の極”ルームとして
週１回１コマ無料で受講していただけます。

◆わくわく文庫 開講日程
曜日・時間
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

15:10～16:00

16:10～17:00

17:10～18:00

※小１～小３のメイン講座および『玉井式国語的算数教室』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いただけます。

◆B.B.Room 開講日程
16:00～16:25
月～水

16:00～16:25
木・金

17:00～17:25

11:10～11:35

11:40～12:05

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム

14:10～14:35
土②

16:25～16:50

17:25～17:50

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム

10:40～11:05
土①

16:25～16:50

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム

14:35～15:00

15:10～15:35

13:40～14:05
シャウトルーム

15:35～16:00

16:10～16:35

16:35～17:00

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム

◆B.B.Room 講座紹介
○処理力計算ルーム…受験算数に不可欠な圧倒的な処理力（計算力）を、スピードと正確さの両面から徹底的に鍛え上げる講座です。
※処理力計算ルームは最大週２コマ（５０分）のご案内となります。
○読解力養成ルーム…学習の基礎となる「読解力」を鍛えるために、短めの文章題をたくさん解いていただきます。指定の本をご購入の上、授業にご参加ください。
※読解力養成ルームを取得する方は、書店でお子さまの学年にあった以下の本をご購入の上、授業日にお持ちください。
・早ね早おき朝５分ドリル 20巻 小１国語 文章読解 学研プラス
・早ね早おき朝５分ドリル 21巻 小２国語 文章読解 学研プラス
・早ね早おき朝５分ドリル 22巻 小３国語 文章読解 学研プラス
※読解力養成ルームは最大週２コマ（５０分）のご案内となります。
○シャウトルーム…算国理社にとどまらない知識をクイズ形式で学習します。積極的に学ぶ姿勢を作り、学習が大好きになります。
○“図形の極”ルーム…図形問題を解くために必要なイメージング力を低学年のうちに養います。公式に頼らない『図形脳』を育みます。定員あり。
※“図形の極”ルームは動画閲覧料（月々2,750円/税込）と教材費（１０級…1,650円/税込 ９級以降…1,980円/税込）が必要となります。
※“図形の極”ルームは週１コマ（５０分）のご案内となります。
○コンプリートルーム…自立学習、宿題の消化、欠席時の補完学習、質問の解消などあらゆることに対応する自習ルームです。制限なし。

◆B.B.Room 取得方法
○担当講師と相談の上、ご家庭でｗｅｂ申込をお願いします。希望制ですが、最低でも１講座は取得をお願いしております。
○毎週１００分まで取得できます（コンプリートルーム除く）。料金は無料です。２ヶ月ごとに変更ができます（４月・６月・９月・１１月）。

※１月はすべて「コンプリートルーム」になります。

２０２２年度 進学館阪急豊中校 開講講座一覧
【新入学用】
種類

学年

講座名

科目

曜日

時間

２科

火・金

17:00～18:55

火

17:00～20:05

金

17:00～18:55

火・金

17:00～20:05

火
金

17:00～20:05
17:00～18:55
13:30～16:10
14:30～17:20

（算・国）

★メインステージ 進学館(Ｓ)コース

受験
対策
講座

３科
★メインステージ エキスパート最難関(Ｅ)コース

～

小６

千里中央

土
※

西宮北口

火・金
４科
※１

小１

必要

４科
※１

メイン
小４

３科

入学試験

土
※

千里中央

13:30～16:10

西宮北口

14:30～17:20

土
（月１回）

必要

17:00～20:05

サタデー池附

算数・記述

KIWAMI AAA+ 図形の極 ※２

図形

開講日程参照

-

わくわく文庫

速読・速聴

開講日程参照

-

16:30～18:00

必要

能力
開発
講座

※小４『メインステージ エキスパート最難関(Ｅ)コース』の土曜日の授業は千里中央校ｏｒ西宮北口校で実施いたします。
○小４『サタデー池附』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/3 （10月分）10/8 （11月分）11/5 （12月分）12/3 （1月分）1/21
★小４のメイン講座にはB.B.Room があります。
また、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いただけます。
※１ メイン講座の社会の授業は、教室授業（金：19:15～20:05）かＥ-Lecture（月：18:00～18:50）をお選びください。
※２ 『KIWAMI AAA+ 図形の極』は、おひとり２セットまで（１セット：週１回で月３回）とさせていただきます。
※２ 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。
※２ 教材費：１０級･･･1,650円（税込） ９級以降･･･1,980円（税込）
◇入学金：小４～小６…22,000円（税込）が必要です。アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
◇小４『メインステージ エキスパート最難関(Ｅ)コース』は、選抜制となっております。詳しくはお問い合わせください。
◇小４のメイン講座には「ＳＴＥＰ」の単元の予習や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（社会を除く）。
◇小４『メインステージ エキスパート最難関(Ｅ)コース』にはＥ-Lecture『Road to 算オリ』を標準装備しています。
◇また、Ｎコースの取得が難しい方は、Ｅコース専用のＥ-Lecture『N-Select』の受講が可能です。詳しくは「Ｅ-Ｌecture 開講講座・学費一覧」をご覧ください。
◇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いたします。
◇小４『メインステージ 進学館(Ｓ)コース』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ください。
◇詳しくは、進学館事務局までお問い合わせください。

２０２２年度 進学館阪急豊中校 開講講座一覧
◆KIWAMI AAA+ 図形の極 開講日程
曜日・時間
月
火
水
木
金
土

豊中①
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
14:10～15:00

豊中②

豊中③

17:00～17:50
17:00～17:50
15:10～16:00

16:10～17:00

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

◆わくわく文庫 開講日程
曜日・時間
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

15:10～16:00

16:10～17:00

17:10～18:00

20:10～20:35

20:35～21:00

※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いただけます。

◆B.B.Room 開講日程
16:00～16:25
月

16:00～16:25
火

16:25～16:50

17:00～17:25

17:25～17:50

16:25～16:50

17:00～17:25

17:25～17:50

11:10～11:35

11:40～12:05

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム

14:10～14:35
土②

16:25～16:50

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム コンプリートルーム コンプリートルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム

10:40～11:05
土①

20:35～21:00

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム

16:00～16:25
金

20:10～20:35

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム

16:00～16:25
木

16:25～16:50

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム コンプリートルーム コンプリートルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム

16:00～16:25
水

16:25～16:50

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム

14:35～15:00

15:10～15:35

15:35～16:00

16:10～16:35

16:35～17:00

処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム 処理力計算ルーム
読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム 読解力養成ルーム
コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム コンプリートルーム

◆B.B.Room 講座紹介
○処理力計算ルーム…受験算数に不可欠な圧倒的な処理力（計算力）を、スピードと正確さの両面から徹底的に鍛え上げる講座です。
※処理力計算ルームは最大週２コマ（５０分）のご案内となります。
○読解力養成ルーム…学習の基礎となる「読解力」を鍛えるために、短めの文章題をたくさん解いていただきます。指定の本をご購入の上、授業にご参加ください。
※読解力養成ルームを取得する方は、書店で以下の本をご購入の上、授業日にお持ちください。
・早ね早おき朝５分ドリル 23巻 小４国語 文章読解 学研プラス
※読解力養成ルームは最大週２コマ（５０分）のご案内となります。
○コンプリートルーム…自立学習、宿題の消化、欠席時の補完学習、質問の解消などあらゆることに対応する自習ルームです。制限なし。

◆B.B.Room 取得方法
○ご家庭でｗｅｂ申込をお願いします。希望制ですが、最低でも１講座は取得をお願いしております。
○毎週１００分まで取得できます（コンプリートルーム除く）。料金は無料です。２ヶ月ごとに変更ができます（４月・６月・９月・１１月）。
※１月はすべて「コンプリートルーム」になります。

２０２２年度 進学館阪急豊中校 開講講座一覧
【新入学用】
種類

学年

講座名

科目

曜日

時間

３科

水・金

17:00～21:00

月

17:00～18:55

水・金

17:00～21:00

水・金

17:00～21:00

メインステージ 進学館(Ｓ)コース

必要
４科
※１

メイン
小５

受験
対策
講座

３科

土
※

メインステージ エキスパート最難関(Ｅ)コース
４科
※１

～

小１

小６

入学試験

千里中央

13:30～17:05

西宮北口

15:30～19:25
17:00～18:55
17:00～21:00
13:30～17:05
15:30～19:25

月
水・金
土
※

千里中央
西宮北口

土
（月１回）

必要

サタデー池附

算数・記述

KIWAMI AAA+ 図形の極 ※２

図形

開講日程参照

-

わくわく文庫

速読・速聴

開講日程参照

-

16:30～18:00

必要

能力
開発
講座

※小５『メインステージ エキスパート最難関(Ｅ)コース』の土曜日の授業は千里中央校ｏｒ西宮北口校で実施いたします。
○小５『サタデー池附』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/10 （10月分）10/15 （11月分）11/12 （12月分）12/10 （1月分）1/28
※１ メイン講座の社会の授業は、教室授業（月：17:00～18:55）かＥ-Lecture（月：19:30～21:15）をお選びください。
※２ 『KIWAMI AAA+ 図形の極』は、おひとり２セットまで（１セット：週１回で月３回）とさせていただきます。
※２ 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。
※２ 教材費：１０級･･･1,650円（税込） ９級以降･･･1,980円（税込）
◇入学金：小４～小６…22,000円（税込）が必要です。アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
◇小５『メインステージ エキスパート最難関(Ｅ)コース』は、選抜制となっております。詳しくはお問い合わせください。
◇小５のメイン講座には「ＳＴＥＰ」の単元の予習や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。
◇小５『メインステージ エキスパート最難関(Ｅ)コース』にはＥ-Lecture『Road to 算オリ』を標準装備しています。
また、Ｎコースの取得が難しい方は、Ｅコース専用のＥ-Lecture『N-Select』の受講が可能です。詳しくは「Ｅ-Ｌecture 開講講座・学費一覧」をご覧ください。
◇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いたします。
◇小５『メインステージ 進学館(Ｓ)コース』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ください。
◇詳しくは、進学館事務局までお問い合わせください。

２０２２年度 進学館阪急豊中校 開講講座一覧
【新入学用】
種類

学年

講座名

メイン

メインステージ ＳＴＥＰコース

科目

クラス

曜日

時間

Ｓ

月・火・木

17:00～21:00

Ｖ

月・火・木

17:00～21:00

火・木

17:00～21:00

土※

13:30～17:20

火・木

17:00～21:00

土※

13:30～17:20

入学試験

必要

３科or４科

Ｒ
受験
対策
講座

小６

ＫＧ

過去問ルーム

～

小１
小６

土

19:00～20:50

必要

土

17:30～18:50

必要

サタデー池附

４科

KIWAMI AAA+ 図形の極 ※２

図形

開講日程参照

-

わくわく文庫

速読・速聴

開講日程参照

-

能力
開発
講座

※小６『メインステージ ＳＴＥＰコース』Rクラス・ＫＧクラスの土曜日の授業は西宮北口校で実施いたします。
※１ 『過去問ルーム』は、希望月より取得が可能です。学費・指導関連費は残り回数分を一括納入となります。
なお、原則として途中で受講をやめられた場合、返金はいたしません。予めご了承ください。
※２ 『KIWAMI AAA+ 図形の極』は、おひとり２セットまで（１セット：週１回で月３回）とさせていただきます。
※２ 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。
※２ 教材費：１０級･･･1,650円（税込） ９級以降･･･1,980円（税込）
◇入学金：小４～小６…22,000円（税込）が必要です。アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。
◇メイン講座の指導関連費は、１ヶ月あたり2,970円（税込）となり、前期・後期２回に分けての納入となります。
『メインステージ ＳＴＥＰコース』は、入学時に配付させていただく後期教材に加えて、クラス別の教材を配付させていただくことがあります。
◇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いたします。
◇小６『メインステージ ＳＴＥＰコース』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ください。
◇詳しくは、進学館事務局までお問い合わせください。

２０２２年度 進学館阪急豊中校 開講講座一覧
◆KIWAMI AAA+ 図形の極 開講日程
曜日・時間
月
火
水
木
金
土

豊中①
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
16:00～16:50
14:10～15:00

豊中②

豊中③

17:00～17:50
17:00～17:50
15:10～16:00

16:10～17:00

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

◆わくわく文庫 開講日程
曜日・時間
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

15:10～16:00

16:10～17:00

17:10～18:00

２０２２年度 Ｅ-Lｅｃｔｕｒｅ 開講講座一覧
【Ｅ-Lｅｃｔｕｒｅ】
種類

学年

小２

小３

講座名

科目

曜日

時間

算数

月
（月１回）

16:00～16:50

Road to 算オリ
～キッズＢＥＥメダリストからジュニア算オリファイナリストへの道

算数

日
（月１回）

17:00～17:45

Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講
中学受験算数「図形のイロハ」 ※２

図形

日
（月１回）

18:00～18:30

算数

月
（月１回）

16:00～16:50

算数

日
（月１回）

18:30～19:15

算数

土

18:30～19:55

国語

土

20:00～20:25

受験
対策
講座

受
験
対
策
講
座

灘中レベル算数 ※１

オプション

灘中レベル算数 ※１

Road to 算オリ
～小４ジュニア算オリファイナリストへの道

オプション

小４

受
験
対
策
講
座

中学受験トップレベル算数Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ ※３

灘中国語対策講座（１日目）

オプション

算数

火

19:30～20:00

国語

土

20:00～20:25

算数オリンピックメダリストへの道

算数

日
（月１回）

20:00～20:50

Road to 算オリ
～小５ジュニア算オリファイナリストから算オリファイナリストへの道

算数

日
（月１回）

18:30～19:20

Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講
超難関図形～for灘・甲陽・神戸女学院～ ※２

図形

日
（月１回）

18:45～19:30

算数

土

12:05～13:30

国語

土

20:40～21:05

メインステージ 最難関（Ｅ）コース取得者限定 Ｎ-Ｓelect ※４
小４
小５

受験
対策
講座

オプション

オプション

小５

受
験
対
策
講
座

中学受験トップレベル算数Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ ※３

灘中国語対策講座（１日目）

オプション

メインステージ 最難関（Ｅ）コース取得者限定 Ｎ-Ｓelect ※４

算数

火

20:15～21:15

国語

土

20:40～21:05

◆Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅは入学試験は必要ございません。
○小２『灘中レベル算数』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/26 （10月分）10/17 （11月分）11/21 （12月分）12/12 （１月分） 1/30
○小３『灘中レベル算数』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/12 （10月分）10/10 （11月分）11/14 （12月分）12/5 （１月分） 1/23
○小３『Road to 算オリ～キッズＢＥＥメダリストからジュニア算オリファイナリストへの道』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/11 （10月分）10/9 （11月分）11/13 （12月分）12/4 （１月分） 1/22
○小３『Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講 中学受験算数「図形のイロハ」』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/11 （10月分）10/9 （11月分）11/13 （12月分）12/4 （１月分） 1/22
○小４『Road to 算オリ～小４ジュニア算オリファイナリストへの道』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/11 （10月分）10/9 （11月分）11/13 （12月分）12/4 （１月分） 1/22
○小４・小５『算数オリンピックメダリストへの道』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/25 （10月分）10/16 （11月分）11/20 （12月分）12/11 （１月分）1/29
○小５『Road to 算オリ～小５ジュニア算オリファイナリストから算オリファイナリストへの道』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/25 （10月分）10/16 （11月分）11/20 （12月分）12/11 （１月分） 1/29
○小５『Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講 超難関図形～for灘・甲陽・神戸女学院～』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/11 （10月分）10/9 （11月分）11/13 （12月分）12/4 （１月分） 1/22
※１ 小２・小３『灘中レベル算数』は、受講初月の学費は無料となります。
また、オンライン講座を除く進学館の講座と併用されるか、サイエンスラボにお通いの場合は２ヶ月目以降の学費が半額となります。
２ヶ月以上受講されてサイエンスラボの授業を未取得の方は、サイエンスラボの有料体験に１回無料で参加していただけます。
※２ 小３『Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講 中学受験算数「図形のイロハ」』・小５『Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講 超難関図形～for灘・甲陽・神戸女学院～』は、学費が受講された月から１月分まで一括納入となります。

なお、原則として途中でご受講をやめられた場合、返金はいたしません。予めご了承ください。
※３ 小４・小５『中学受験トップレベル算数Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』は、オンライン講座を除く進学館の講座と併用される場合は、学費が半額となります。
※４ 小４・小５『Ｎ-Ｓelect』は、Ｎコースの取得が難しいＥコースの方専用の講座です。
Ｎコース専用の算数の授業と『灘中国語対策講座（１日目）』のセット講座になります。 『Ｎ-Ｓelect』を受講される方は、『灘中国語対策講座（１日目）』を受講していただく必要はございません。

◇年間登録料2,200円（税込）が必要です。アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。（入学金・年間登録料をお支払いいただいていない方は除く）
◇小４・小５『メインステージ 最難関（Ｅ）コース取得者限定 Ｎ-Ｓelect』の教材費は、前期・後期２回に分けての納入となります。後期･･･入学月納入
◇オプション講座は、進学館のメイン講座を取得している場合は学費が半額となります。
◇お申込方法および学費等お支払い方法は、下記の通りです。

《校内生》
１．MYページよりE-Lecture Playerをダウンロードし、動作確認を行ってください。
※パソコン：Windows 8.1 Classic・10 macOS High Sierra 10.13.x～macOS Catalina 10.15.x iPad：iOS 12以降 Android：7以降（対応端末のみインストール可能）
接続環境：常時接続のブロードバンド（iPadの場合はWi-Fiでの接続）を推奨しています。
※パソコン等の環境によってはご受講いただけない場合がございます。お申し込みまでに必ず動作確認を行ってください。
２．専用申込書をご提出ください。
３．手続きが完了しましたら、受講に必要なID・パスワード・テキスト等をお手元に届くようにいたします。

《一般生》
１．ご案内するサイトよりE-Lecture Playerをダウンロードし、動作確認を行ってください。
※パソコン：Windows 8.1 Classic・10 macOS High Sierra 10.13.x～macOS Catalina 10.15.x iPad：iOS 12以降 Android：7以降（対応端末のみインストール可能）
接続環境：常時接続のブロードバンド（iPadの場合はWi-Fiでの接続）を推奨しています。
※パソコン等の環境によってはご受講いただけない場合がございます。お申し込みまでに必ず動作確認を行ってください。
２．「基本情報登録・変更届」（アップ教育企画の他の部門にお通いでない方のみ）・「受講申込書」をご提出ください。〈ＦＡＸ可〉
３．お振り込みのご案内を郵送いたします。お手数ですが、指定口座にご入金ください。
４．お振り込みの控えをＦＡＸ（0798-64-1575）してください。
事務局で入金が確認できましたら、受講に必要なID・パスワードを登録いたします。
※ID・パスワード・テキスト等は郵送にてお手元に届くようにいたします。
◇講座は月ごとに変更を承ります。変更締切は前月２０日までとなっております。 専用申込書が必要になりますので、各校事務局にお知らせください。
◇詳しくは、進学館西宮北口校事務局(TEL：0798-64-1800)までお問い合わせください。

２０２２年度 Ｅ-Lｅｃｔｕｒｅ 開講講座一覧
【Ｅ-Lｅｃｔｕｒｅ】
学年

小６

種類

講座名

科目

曜日

時間

灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ ※１

３科

土

21:15～21:55

甲陽学院中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ ※１

３科

土

21:15～21:55

受
験
対
策
講
座

◆Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅは入学試験は必要ございません。
○小６『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』の日程は下記の通りです。
（９月分）9/3 ・ 9/10 ・ 10/1 （10月分）10/8 ・ 10/15 ・ 10/22 （11月分）11/5 ・ 11/12 ・ 11/19 （12月分）12/3 ・ 12/10 ・ 12/17 （１月分） 1/7
※１ 小６『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』は、学費が受講された月から１月分まで一括納入となります。
なお、原則として途中でご受講をやめられた場合、返金はいたしません。予めご了承ください。
◇小６『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』は科目ごとの取得も可能です。（ただし１月は全員３科目受講となります。）
科目ごとの日程と学費は下記の通りです。
◆ 『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』
算数：（９月分）9/3 （10月分）10/8 （11月分）11/5 （12月分）12/3 （１月分） 1/7※３科目
国語：（９月分）9/10 （10月分）10/15 （11月分）11/12 （12月分）12/10 （１月分） 1/7※３科目
理科：（９月分）10/1 （10月分）10/22 （11月分）11/19 （12月分）12/17 （１月分） 1/7※３科目
◆ 『甲陽学院中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』
算数：（９月分）10/1 （10月分）10/22 （11月分）11/19 （12月分）12/17 （１月分） 1/7※３科目
国語：（９月分）9/3 （10月分）10/8 （11月分）11/5 （12月分）12/3 （１月分） 1/7※３科目
理科：（９月分）9/10 （10月分）10/15 （11月分）11/12 （12月分）12/10 （１月分） 1/7※３科目
『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・ 『甲陽学院中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』を科目ごとに取得される場合は、学費が受講された月から１月分まで一括納入となります。
オンライン講座を除く進学館の講座併用・他部門在籍生：学費2,750円（税込）／回
上記以外の方：学費5,500円（税込）／回
なお、原則として途中で受講をやめられた場合、返金はいたしません。予めご了承ください。
◇小６『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』は、希望月より取得が可能です。学費は残り回数分を一括納入となります。
なお、原則として途中で受講をやめられた場合、返金はいたしません。予めご了承ください。
また、１０月以降は「初回から」または「申込月から」をお選びいただけます。
「初回から」をお選びいただいた場合、実施済みのライブ授業以外のコンテンツをすべてご利用いただけます。
◇年間登録料2,200円（税込）が必要です。アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。（入学金・年間登録料をお支払いいただいていない方は除く）

◇講座は月ごとに変更を承ります。変更締切は前月２０日までとなっております。 専用申込書が必要になりますので、各校事務局にお知らせください。
小６『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』と『甲陽学院中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』は、講座間での変更が可能となっております。
（科目ごとに取得される場合は、同じ科目間での変更に限ります。）
◇お申込方法および学費等お支払い方法は、下記の通りです。

《校内生》
１．MYページよりE-Lecture Playerをダウンロードし、動作確認を行ってください。
※パソコン：Windows 8.1 Classic・10 macOS High Sierra 10.13.x～macOS Catalina 10.15.x iPad：iOS 12以降 Android：7以降（対応端末のみインストール可能）
接続環境：常時接続のブロードバンド（iPadの場合はWi-Fiでの接続）を推奨しています。
※パソコン等の環境によってはご受講いただけない場合がございます。お申し込みまでに必ず動作確認を行ってください。
２．専用申込書をご提出ください。
３．手続きが完了しましたら、受講に必要なID・パスワード・テキスト等をお手元に届くようにいたします。

《一般生》
１．ご案内するサイトよりE-Lecture Playerをダウンロードし、動作確認を行ってください。
※パソコン：Windows 8.1 Classic・10 macOS High Sierra 10.13.x～macOS Catalina 10.15.x iPad：iOS 12以降 Android：7以降（対応端末のみインストール可能）
接続環境：常時接続のブロードバンド（iPadの場合はWi-Fiでの接続）を推奨しています。
※パソコン等の環境によってはご受講いただけない場合がございます。お申し込みまでに必ず動作確認を行ってください。
２．「基本情報登録・変更届」（アップ教育企画の他の部門にお通いでない方のみ）・「受講申込書」をご提出ください。〈ＦＡＸ可〉
３．お振り込みのご案内を郵送いたします。お手数ですが、指定口座にご入金ください。
４．お振り込みの控えをＦＡＸ（0798-64-1575）してください。
事務局で入金が確認できましたら、受講に必要なID・パスワードを登録いたします。
※ID・パスワード・テキスト等は郵送にてお手元に届くようにいたします。
◇詳しくは、進学館西宮北口校事務局(TEL：0798-64-1800)までお問い合わせください。

２０２２年度 Ｗｅｂ講座 開講講座一覧
『過去問対策講座 灘の国語 プライベート特訓（Ｗｅｂ）』以外は、
メイン講座を受講される方は、無料で視聴していただくことができます。※単科受講は除きます。
【岡本校】
学年

講座名

科目

小６

神大附属対策講座 志望校別特訓講座 ＫＵ特訓（Ｗｅｂ）

言語表現・数理探究
自然環境・市民社会

◇小６『神大附属対策講座 志望校別特訓講座 ＫＵ特訓（Ｗｅｂ）』の問題・動画の公開日は下記の通りです。

9/10 ・ 10/1 ・ 10/8 ・ 10/15 ・ 11/12 ・ 11/19 ・ 12/3 ・ 12/10 ・ 1/9
◇学費全９回分が一括納入となります。なお、途中で受講停止のお申し出がございましても、返金はいたしません。予めご了承ください。

◇『志望校別特訓講座 神大附属特訓』（岡本校・西宮北口校で実施）を受講される方は、無料で視聴していただくことができます。

【岡本校】
学年

講座名

科目

小６

神大附属対策講座 自宅でＫＵ内部進学対策（Ｗｅｂ）

言語表現・数理探究
自然環境・市民社会

◇小６『神大附属対策講座 自宅でＫＵ内部進学対策（Ｗｅｂ）』の問題・動画の公開日は下記の通りです。

9/25 ・ 10/16 ・ 11/20 ・ 12/11 ・ 1/8
◇学費全５回分が一括納入となります。なお、途中で受講停止のお申し出がございましても、返金はいたしません。予めご了承ください。

◇『神大附属対策講座 ＫＵ内部進学対策ルーム』（岡本校で実施）を受講される方は、無料で視聴していただくことができます。
【シーア住吉校】
学年

講座名

科目

小６

志望校別特訓講座 須磨学園特訓（Ｗｅｂ）

算数

◇小６『志望校別特訓講座 須磨学園特訓（Ｗｅｂ）』の問題・動画の公開日は下記の通りです。

9/11 ・ 10/9 ・ 11/6 ・ 12/11 ・ 1/9
◇学費全５回分が一括納入となります。なお、途中で受講停止のお申し出がございましても、返金はいたしません。予めご了承ください。

◇『志望校別特訓講座 須磨学園特訓』（シーア住吉校で実施）を受講される方は、無料で視聴していただくことができます。
【シーア住吉校】
学年

講座名

科目

小６

過去問対策講座 須磨学園の算数（Ｗｅｂ）

算数

◇小６『過去問対策講座 須磨学園の算数（Ｗｅｂ）』の問題・動画の公開日は下記の通りです。

9/4 ・ 9/18 ・ 10/2 ・ 10/23 ・ 11/6 ・ 11/20 ・ 12/4 ・ 12/18 ・ 1/8
◇学費全９回分が一括納入となります。なお、途中で受講停止のお申し出がございましても、返金はいたしません。予めご了承ください。
◇『志望校別特訓講座 須磨学園特訓』・『過去問対策講座 須磨学園の算数』（シーア住吉校で実施）を受講される方は、無料で視聴していただくことができます。

【西宮北口校】
学年

講座名

科目

小６

過去問対策講座 灘の国語 プライベート特訓（Ｗｅｂ）

国語

◇小６『過去問対策講座 灘の国語 プライベート特訓（Ｗｅｂ）』は、週１回（月３回）で、授業時間は１回２５分です。
授業日時は申込時に相談して決定いたします。
◇受講試験が必要になりますので、詳しくは西宮北口校までお問い合わせください。

○年間登録料2,200円（税込）が必要です。 ただし、アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。（入学金・年間登録料をお支払いいただいていない方は除く）

○お申し込み方法および学費等お支払い方法は、下記の通りです。
１．「基本情報登録・変更届」（アップ教育企画の他の部門にお通いでない方のみ）・「受講申込書」をご提出ください。〈ＦＡＸ可〉
２．お振り込みのご案内を郵送いたします。お手数ですが、指定口座にご入金ください。

