
 ２０２０年度　進学館学園前校　指導要項一覧

【年長～小３新入学用】                                                          
学年 種類 曜日

木

土

Ⅰ 火

Ⅱ 土

Ⅰ 月

Ⅱ 土

Ⅰ 火

Ⅱ 土

ユニット 金

Ⅰ 火

Ⅱ 土

日
(月１回)

小１

小３ 土

☆印は新規開講講座です。

○入学金・教材費が別途必要です。

   入　学　金：年長～小３…10,000円（税抜）　入学金は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３『新小４準備講座』の日程は下記の通りです。

　 （12月分）11/29　（１月分）1/10

■『図形の極』を２セット（週２回）希望される場合は、月割学費12,500円（税抜）となります。

    おひとり週２回までとさせていただきます。曜日・時間は固定です。

■Ⅰ・Ⅱと記載がある講座の内容は同じですので授業の振替をすることは可能です。

■『アルゴクラブ』を学校行事などで欠席された場合は、次週45分延長して欠席した分のサポートを実施します。

■『図形の極』・『わくわく文庫』は、事前にご連絡いただいた場合のみ振替も可能です。振替は欠席された日から１ヶ月以内にお願いします。   

    ◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせ下さい。

講座名 科目 時間

☆年長トレ 算・国 16:00～16:40

年長アルゴクラブ
数理センス
図形センス 10:00～10:50

16:00～16:50

13:15～14:05

16:00～16:50

13:15～14:05

17:00～18:45

14:15～16:00

＊最高レベル特訓　算数 算数 17:00～17:50

17:00～17:50

14:15～15:05

新小４準備講座 算数 9:00～10:30

 図形の極 図形 右記時間割参照

わくわく文庫 速読・速聴 右記時間割参照

アルゴクラブ
数理センス
図形センス 10:00～11:30

年長

小１ メイン ★メインステージ 算・国

小２ メイン ★メインステージ 算・国

小３

メイン ★メインステージ 算・国

単科 メインステージ算数 算数

　◆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、１/９（土）の授業は行います。

　

　◆小１～小３『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)

～

★小１～小３『メインステージ』をご取得いただきますと・・・

①シャウト＆コクゴケーション
②BB図形の極（週１コマ）

③BBわくわく文庫（週１コマ）
④コンプリートルーム

をご取得いただくことができます。ただし、小３単科『メインステージ算数』は除きます。

①シャウト＆コクゴケーション
知識をクイズ形式で学習します。また「コミュニケーション力」を鍛えることで国語力の底上げを図ります。

②BB図形の極
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。

ただし、動画閲覧料（月々2,500円/税抜）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。
初回、web予約が必要です。その後、２か月ごとに変更できます。（４・６・９・１１月）※１月のＢＢ図形の極の授業はございません。

③BBわくわく文庫
速読・速聴の訓練ができます。

毎月、web予約が必要です。
④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、質問解消などあらゆることに対応する自習ルームです。
計算や漢字プリントを配布して学習することも可能です。

メインステージご取得の方のみ、ご自由にご参加いただけます。
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16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45
2年メインステージ(算・国)

図形の極　・　BB図形の極

わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫

コンプリートルーム

16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45
1年メインステージ（算・国） 3年メインステージ（算） 3年メインステージ（国）

図形の極　・　BB図形の極

わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫

コンプリートルーム

16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45
シャウト＆コクゴケーション

図形の極　・　BB図形の極 図形の極　・　BB図形の極 図形の極　・　BB図形の極

わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫

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

16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45
図形の極　・　BB図形の極 図形の極　・　BB図形の極

わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫

コンプリートルーム

16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45
3年最高レベル算数

図形の極　・　BB図形の極

わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫

コンプリートルーム

13:15～14:05 14:15～15:05 15:10～16:00
1年メインステージ（算・国） 3年メインステージ（算） 3年メインステージ（国）

2年メインステージ(算・国)

図形の極　・　BB図形の極 図形の極　・　BB図形の極

わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫 わくわく文庫　・　BBわくわく文庫

コンプリートルーム コンプリートルーム

16:10～17:00
図形の極　・　BB図形の極 土曜日10:00～11:30 土曜日10:30～12:00
コンプリートルーム アルゴクラブ コンプリートルーム

★２０２０年度　進学館学園前校★　１年生～３年生　時間割

月

火

水

木

金

土
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２０２０年度　進学館学園前校　指導要項一覧

【小４新入学用】
学年 種類 講座名 曜日 時間

月 国語17:00～18:45

金 算数17:00～18:45

算数17:00～18:45

理科19:05～19:55

月 17:00～18:45

金 17:00～19:55

月・金 17:00～19:55

☆土 16:25～19:05

小４～小６ ＊ユニット
最難関算数～パーソナル～

対象：メイン生
火 19:05～20:50

小1～小６

小1～小６

★小４『メインステージ』・『Ｓtage Ｅ』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。

 単科受講では、別途教材費がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。

（９月分）9/12 ・ 9/19　（10月分）10/17 ・ 10/24　（11月分）11/7 ・ 11/14　（12月分）11/28 ・ 12/12　（1月分）1/23 ・ 1/30

■『図形の極』を２セット（週２回）希望される場合は、月割学費12,500円（税抜）となります。

おひとり２セットまでとさせて頂きます。曜日時間は固定です。

■『図形の極』・『わくわく文庫』は、事前にご連絡頂いた場合のみ振替も可能です。振替は欠席された日から１ヶ月以内にお願いします。

◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせ下さい。

科目

４科

算数

図形の極 図形 右記時間割参照

わくわく文庫 速読・速聴 右記時間割参照

☆小４『Ｓｔａｇｅ Ｅ』　土曜日の授業については、上本町校にて実施致します。

★小４『Ｓtage Ｅ』には、Ｅ-Lｅｃｔｕｒｅ（インターネット授業）『Road to 算オリ』が標準装備されます。

〇学園前校の小４『メインステージ』はすべて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。

○小４・小５『アルゴクラブアドバンス』の日程は下記の通りです。（小５は１１月分までです。）

２科
算・国

２科　
算・理

金

３科

★Ｓｔａｇｅ Ｅ ４科
月・金 17:00～19:55

小４・小５ アルゴクラブアドバンス
数理センス
図形センス

土
（月２回）

10:00～11:30

小４ メイン

★メインステージ

○入学金・指導関連費・教材費が別途必要です。
入　学　金　：小４～小６…20,000円（税抜）　入学金は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。

◆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、１０/１０（土）・１/９（土）の授業は行います。

◆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)
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２０２０年度　進学館学園前校　指導要項一覧

【小５新入学用】                                                          
学年 種類 講座名 曜日 時間

算数17:00～18:45

国語19:05～20:50

月 理科17:00～18:45

木 算数17:00～18:45 　

月 17:00～18:45

＊火 17:00～18:45

木 17:00～20:50

月・木 17:00～20:50

＊火 17:00～18:45

月・木 17:00～20:50

＊火 17:00～18:45

☆土 13:35～17:15

小４～小６ ＊ユニット
最難関算数～パーソナル～

対象：メイン生
火 19:05～20:50

小５・小６ ＊ユニット
最難関国語～パーソナル～

対象：メイン生・StageE生
火 19:05～20:50

小1～小６

小1～小６

　 単科受講では、別途教材費がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。

○小４・小５『アルゴクラブアドバンス』の日程は下記の通りです。（小５は１１月分までです。）

　（９月分）9/12 ・ 9/19　（10月分）10/17 ・ 10/24　（11月分）11/7 ・ 11/14　（12月分）11/28 ・ 12/12　（1月分）1/23 ・ 1/30

■『図形の極』を２セット（週２回）希望される場合は、月割学費12,500円（税抜）となります。

　　おひとり２セットまでとさせて頂きます。曜日時間は固定です。

■『図形の極』・『わくわく文庫』は、事前にご連絡頂いた場合のみ振替も可能です。振替は欠席された日から１ヶ月以内にお願いします。

◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせ下さい。

科目

算数

国語

 図形の極 図形 右記時間割参照

わくわく文庫 速読・速聴 右記時間割参照

＊小５『メインステージ・Ｓｔａｇｅ Ｅ　プレミアム』　火曜日の授業については、個別サポートを実施致します。

☆小５『Ｓｔａｇｅ Ｅ』　土曜日の授業については、上本町校にて実施致します。

★小５『Ｓtage Ｅ』には、Ｅ-Lｅｃｔｕｒｅ（インターネット授業）『Road to 算オリ』が標準装備されます。

〇学園前校の小５『メインステージ』はすべて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。

メインステージ

２科　
算・国

木

２科　
算・理

メインステージ　プレミアム

３科

４科

★Ｓｔａｇｅ Ｅ　プレミアム ４科

小４・小５ アルゴクラブアドバンス
数理センス
図形センス

土
（月２回）

10:00～11:30

小５ メイン

○入学金・指導関連費・教材費が別途必要です。
　  入　学　金　：小４～小６…20,000円（税抜）　入学金は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。　 

　◆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、１０/１０（土）・１/９（土）の授業は行います。

　◆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)
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 ２０２０年度　進学館学園前校　指導要項一覧

【小６新入学用】                                                          
学年 種類 クラス 科目 曜日 時間

水 17:55～20:50

金 17:00～19:55

土 15:10～16:55

月・火 19:05～20:50

水 17:55～20:50

金 17:00～19:55

土 15:10～16:55

月 17:00～20:50

水 17:55～20:50

金 17:00～19:55

土 15:10～16:55

２科
(算・国）

水・金 17:00～20:50

月・火 19:05～20:50

水・金 17:00～20:50

４科 月・水・金 17:00～20:50

志望校別
特訓講座

日 9:00～11:50

土 17:00～18:20

Ⅰ 火 19:05～20:50

Ⅱ 土 18:45～20:30

Ⅰ 火 19:05～20:50

Ⅱ 土 18:45～20:30

小1～小６

小1～小６

　 単科受講では、別途教材費がかかります。詳細はお問い合わせ下さい。

■Ⅰ・Ⅱと記載がある講座の内容は同じです。(Ⅱは６年生のみ対象です。）ご都合の良い日時をお選び下さい。

■『図形の極』を２セット（週２回）希望される場合は、月割学費12,500円（税抜）となります。

    おひとり２セットまでとさせて頂きます。曜日時間は固定です。

■『図形の極』・『わくわく文庫』は、事前にご連絡頂いた場合のみ振替も可能です。振替は欠席された日から１ヶ月以内にお願いします。

○小６『サンデー志望校別　帝塚山特訓』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/20　（10月分）10/11　（11月分）11/15　（12月分）11/29　（１月分）1/10

◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせ下さい。

講座名

☆サンデー志望校別　帝塚山特訓
２科

(算・国）

☆志望校別過去問ルーム

図形の極 図形 右記時間割参照

わくわく文庫 速読・速聴 右記時間割参照

☆印は新規開講講座です。

○学園前校の小６『ＳＴＥＰ』はすべて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。

２科
(算・国）

３科

４科

Ｍ ３科

小４～小６

＊ユニット

最難関算数～パーソナル～ 算数

小５・小６ 最難関国語～パーソナル～ 国語

小６

メイン ＳＴＥＰ

Ｓ

○入学金・指導関連費・教材費が別途必要です。
　  入　学　金　：小４～小６…20,000円（税抜）　入学金は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～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。※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)
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 ２０２０年度　わくわく文庫　指導要項一覧

【学園前校】

曜日 学園前① 学園前② 学園前③ 学園前④ 学園前⑤ 学園前⑥ 学園前⑦ 学園前⑧

月 16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45

火 16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45

水 16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45

木 16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45

金 16:00～16:50 17:00～17:50 17:55～18:45

土 13:15～14:05 14:15～15:05 15:10～16:00

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、５／１６（土）・１０／１０（土）・１／９（土）は授業を行います。
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