
2020年度〔後期〕進学館プライベートスクール烏丸御池校　指導要項一覧

学年 科目 時間

年長 図形

数理センス
図形センス

17：10～18：40

図形の極 図形

小１ 16：10～17：00

小２ 17：10～18：00

小３ 18：05～18：55

速読・速聴

目的別
オーダーメイド

小３ 算数

算数 木 17：10～18：55

国語 月 17：10～18：00

国語 18：05～18：55

算数 9：30～11：20

図形

速読・速聴

目的別
オーダーメイド

算数・国語（作文） 9：30～11：20

算数・国語・理科・社会
＋ミニ適性検査

17：10～21：00

算数・国語（作文） 9：30～11：20

図形

速読・速聴

目的別
オーダーメイド

算数・国語・理科・社会
＋ミニ適性検査

17：10～21：00

算数・国語（作文）・理科・社会 9：30～12：20

算数・国語（作文） 14：00～16：50

算数・国語・理科・社会
面接特訓

13：00～17：50

オーダーメイド
面接特訓

図形

速読・速聴

目的別
オーダーメイド

18：30～21：30

10：30～18：00

数学
補講

木 19：30～21：00

中１

～

中３

高１

～

高３

◇ 小６『得点直結トレーニング』の1月分実施日時が変更になります。後日お知らせ致します。

◇ ㋢がついている講座は、受講試験(2,000円/税込)が必要です。　※算国２科目の基本的な内容の理解をみる問題が中心です。

◇ 入学時には入学金が必要です。※アップ教育企画の他の部門にお通いの場合、または進研ゼミ講座の方は必要ありません。

　　進研ゼミのみ受講していただく際には、初回のみ登録料（2,000円/税抜）が別途必要です。

○月１回の講座の日程は下記の通りです。

    小４『ウォーミングアップ算数』    〔9/12，10/3，11/14，12/19，1/30〕

    小５『月１回ミニ適性検査』    〔9/26，10/24，11/21，12/12，1/23〕
　  ※9/26は年間スケジュールでは授業のない日となっております。ご注意下さい。

　  小６『サンデープロジェクト 洛北特訓・西京特訓クラス』    〔9/27，10/11，11/8，12/6，1/10〕

    ※9/27は年間スケジュールでは授業のない日となっております。ご注意下さい。

     小６『月１回ミニ適性検査』    〔9/19，10/17，11/14，12/19，1/10〕※1/10のみ日曜日

   　『進研ゼミ講座』    〔小４（9/19，10/17，11/7，12/12，1/23，2/13，3/13）〕　

                          〔小５（9/26，10/17，11/7，12/12，1/30，2/13，3/13）〕

　　                    　  ※9/26は年間スケジュールでは授業のない日となっております。ご注意下さい。

                          〔小６（9/19，10/10，11/14，12/5，1/9）〕

　　                    　  ※12/5は年間スケジュールでは授業のない日となっております。ご注意下さい。

☆ 『ステージＳＲ』で使用する「ＳＴＥＰ」の単元の予習（進学館在籍生対象）や復習（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) 　  

○詳しくは、進学館プライベートスクール事務局までお問い合わせ下さい。

【新入学用】

講座名 曜日

図形の極 週１回　５０分　（別紙を参照）

算数オリンピック数理教室

アルゴクラブ
金

週１回　５０分　（別紙を参照）

わくわく文庫 週１回　５０分　（別紙を参照）

プライベート特訓（個別指導）  週１回　９０分　 （時間・金額は別紙を参照）

新小４準備講座
１回　９０分（月１回）

曜日・時間は入学時に決定

文章力アップ！作文対策！

アウトプット文章
月

月１回 小４ウォーミングアップ算数 土
※日程は下記参照

玉井式『図形の極』 週１回　５０分　（別紙を参照）

わくわく文庫  週１回 ５０分　 （別紙を参照）

プライベート特訓（個別指導）  週１回　９０分　 （時間・金額は別紙を参照）

進研ゼミ　受験準備 〔月１回〕
土

※日程は下記参照

洛北・西京附中受検専門

☆　ステージSR 　㋢ 
火・金

洛北・西京附中へ行こう！

月１回ミニ適性検査　㋢
土

※日程は下記参照

玉井式『図形の極』 週１回　５０分　（別紙を参照）

わくわく文庫  週１回 ５０分　 （別紙を参照）

プライベート特訓（個別指導）  週１回　９０分　 （時間・金額は別紙を参照）

洛北・西京附中受検専門

☆　ステージSR 　㋢
月・水

洛北・西京附中へ行こう！

月１回ミニ適性検査　㋢
土(１月分のみ日)
※日程は下記参照

洛北・西京附中へ行こう！

得点直結トレーニング 　㋢ 土

サンデープロジェクト

洛北特訓クラス／西京特訓クラス　㋢
日

※日程は下記参照(月１回)

個別指導

　洛北特訓コース／西京特訓コース　㋢
１回　７５分（週１回または月１回）

曜日・時間は入学時に決定

玉井式『図形の極』 週１回　５０分　（別紙を参照）

わくわく文庫  週１回 ５０分　 （別紙を参照）

プライベート特訓（個別指導）  週１回　９０分　 （時間・金額は別紙を参照）

月～金

土

◇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。変更手続きの際は、ご印鑑が必要になります。

玉
井
式 玉井式国語的算数教室 算数 木

　　　洛北・西京附中受検専門

　　　☆ステージSR 　㋢

算数・国語
＋アウトプット文章(OPT)
＋わくわく文庫（１コマ）

進研ゼミ　公立中高一貫校受検 〔月１回〕 算数・国語（作文） 土
※日程は下記参照

14：00～16：50

進研ゼミ　公立中高一貫校受検 〔月１回〕 算数・国語（作文） 土
※日程は下記参照

14：00～16：50

中１
自律的学習支援

　S-BASE
自律的学習支援
＋ 数学授業補講

プライベート特訓（個別指導）
目的別

オーダーメイド
 週１回　９０分　 （時間・金額は別紙を参照）

プライベート特訓（個別指導）
目的別

オーダーメイド
 週１回　９０分　 （時間・金額は別紙を参照）

小１
小２
小３

小４

小５

小６

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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2020年度『進研ゼミ講座』指導要項

学年 科目 曜日 月割学費

小４ 進研ゼミ『受験準備』【４月開講】 月1回 算数・国語（作文） 土 \2,500

４～７月
９月～翌年１月

14：00～16：50

８月 9：30～12：20

４～７月
９月～翌年１月

14：00～16：50

８月 9：30～12：20

※この講座は、進研ゼミ「考える力・プラス講座」を受講されているお子様が対象の講座です。

○進研ゼミの講座を受講していただく際には、初回のみ登録料（2,000円/税抜）が別途必要です。

○進研ゼミの講座を受講後、他の講座を受講していただく際には、２月・４月・９月を除き、入学金（20,000円/税抜）が別途必要です。

○教材として、小４は『発展ワーク』、小５・小６は『ハイレベルテキスト』を別途使用します。

小４『発展ワーク』は春・夏・秋・冬の年４冊あり、1冊あたり1,027円です。

小５・小６『ハイレベルテキスト』は春・夏・秋・冬の年４冊あり、1冊あたり1,131円です。

○授業日程（指定の土曜日となっております）

【小４】…4/11，5/16，6/6，7/11，8/22，9/19，10/17，11/7，12/12，（ここから2021年）1/23，2/13，3/13

【小５】…4/11，5/16，6/6，7/4，8/22，9/26，10/17，11/7，12/12，（ここから2021年）1/30，2/13，3/13

【小６】…4/18，5/23，6/13，7/11，8/8，9/19，10/10，11/14，12/5，（ここから2021年）1/9

◇すべて税抜表示となっております。

講座名 時間

9：30～11：20

※ ４月～６月に入学される方は春・夏・秋・冬号を、７月～９月に入学される方は夏・秋・冬号を、
10月～12月に入学される方は秋・冬号を、 １月～３月に入学される方は冬号をご購入いただきます。

小５ 進研ゼミ『公立中高一貫校受検』 月1回 算数・国語（作文） 土 \3,500

小６ 進研ゼミ『公立中高一貫校受検』 月1回 算数・国語（作文） 土 \3,500

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】
ＴＥＬ：０７５－２２３－６０１０
ＦＡＸ：０７５－２２３－６０１２
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2020年度『プライベート特訓』（個別指導）指導要項
【平常月学費】 ◇すべて税抜表示となっております。

コース 学年 週１回 週２回 週３回
※週４回以上追加の場合

１コマごとに加算

小１～小３ 16,500円 27,500円 38,500円 11,000円

小４～小６ 17,500円 29,500円 41,500円 12,000円

中１～中２ 18,500円 32,500円 45,500円 13,000円

中３ 19,500円 34,500円 47,500円 13,000円

年長～小３ 16,500円 27,500円 38,500円 11,000円

小４ 17,500円 29,500円 41,500円 12,000円

小５ 18,500円 32,500円 45,500円 13,000円

小６ 21,500円 37,500円 51,500円 14,000円

中１～中３ 21,500円 37,500円 51,500円 14,000円

高１～高２ 21,500円 37,500円 51,500円 14,000円

高３ 22,500円 39,000円 54,000円 15,000円

※１コマ９０分です。曜日・時間帯は担当講師が相談させていただきます。

１時限目 ２時限目 ３時限目

月～金曜日 17：25～18：55 19：30～21：00

土曜日 10：50～12：20 13：00～14：30 15：00～16：30

○入学時には入学金が別途必要です。〔年長～小３：10,000円　小４～中３：20,000円　高１以上：30,000円 (各税抜)〕

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。

○指導関連費は、学費に含まれております。

○教材費、各種試験料は、必要に応じて申込書をご提出いただきます。費用は学費と合算で口座振替いたします。

○ステージＳＲを取得される方が『プライベート特訓』を受講されるときは学費が半額になります。

◆ 詳しくは、進学館プライベートスクール烏丸御池校事務局までお問い合わせください。

【平常授業時間割】

○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日までにお届けをご提出ください。(要印鑑)

○『プライベート特訓』を取得されている中学１年生の方は、『S-BASE』を無料でご利用いただけます。

◆ 進学館オープン模試の日など、『プライベート特訓』がお休みの場合がございます。必ず年間スケジュール表をご確認ください。

学校準拠

※授業後はそのまま残って自習できます。
※授業がない日でも自習できます。

（平日は21:30まで、土曜日は18:00まで）

受験
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2020年度『図形の極・わくわく文庫』指導要項

時間帯A 時間帯B 時間帯C 時間帯D 時間帯E

月 16：10～17：00 17：10～18：00 18：05～18：55

火 16：10～17：00 17：10～18：00 18：05～18：55

水 16：10～17：00 17：10～18：00 18：05～18：55

木 16：10～17：00 17：10～18：00 18：05～18：55

金 16：10～17：00 17：10～18：00 18：05～18：55

土 10：30～11：20 11：30～12：20 13：00～13：50 14：00～14：50 15：00～15：50

＜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）

年長・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。お申し込み前に、必ず教材等をご確認下さい。

【図形の極】
＜対象＞年長～小６

【わくわく文庫】

＜対象＞小１～小６

○入学時には入学金　年長～小３　10,000円（税抜）　小４～小６　20,000円（税抜）　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。

○講座の追加など各種ご変更は担当講師とご相談の上、前月２０日までにお届けをご提出ください。(要印鑑)

○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。）

〇進学館オープン模試の日など、『図形の極』『わくわく文庫』がお休みの場合がございます。

　 必ず年間スケジュール表をご確認ください。
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  ２０２０年度　KIWAMI　AAA+　代数の極・図形の極　指導要項一覧

　　＜開講校舎＞　進学館芦屋川校／進学館プライベートスクール烏丸御池校

　　＜開講日程＞　芦 屋 川 校：土曜日　16:00～17:00

＜開　　講日程＞　烏丸御池校：月曜日～金曜日　19:30～20:30　土曜日　16:30～17:30／18:00～19:00

　　＜進  め  方＞

　　スタート時の教材は、原則以下の通りとなります。

　　中１・・・Ｇｒａｄｅ１　　中２・・・Ｇｒａｄｅ２　　中３前期・・・Ｇｒａｄｅ２　　中３後期・・・Ｇｒａｄｅ３　

　　※『図形の極』は、グレードごとに「Ａ　平面図形」・「Ｂ　空間図形」の２冊の教材がございます。

　　　「KIWAMI　AAA+」は、理解を促進するアニメーション、AR、一人ひとりの理解度やつまずきに合わせて出題するAI（人工知能）技術等の

　　最新技術に、オリジナルのテキストをプラスして開発された最先端の教育メソッドです。進級式の無学年テキストとiPadを使用した自学

　　自習型での学習を行います。進学館では、中学生対象の『代数の極』・『図形の極』を開講致します。

　　＜対　 　 象＞　芦 屋 川 校：新中１　

＜対　 　　　 象＞　烏丸御池校：新中１～新中３

　　『代数の極』・『図形の極』は、進級式となっております。（進級テストあり）

注意事項

※これからアップにご入学の方は別途入学金【中１～中３　20,000円（税抜）】が必要です。

※授業は、進学館の年間スケジュールに基づき月３回実施致します。

※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。

【進学館プライベートスクール烏丸御池校】 　　　 
ＴＥＬ：075-223-6010
ＦＡＸ：075-223-6012　　　　

【進学館芦屋川校】 　　　 
ＴＥＬ：0797-21-4500
ＦＡＸ：0797-21-4700　　　　
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