
 ２０２０年度　進学館シーア住吉校　指導要項

【新入学用】
学年 種類 科目 曜日 時間

年長
数理センス
図形センス

土 9:00～9:50

小１
小２
小３

数理センス
図形センス

土 10:00～11:30

Ⅰ 水 16:10～17:00

Ⅱ 土 13:20～14:10

＊ユニット 算数 土 14:15～15:05

算数 木 16:10～17:00

Ⅰ 水 16:10～17:00

Ⅱ 土 13:20～14:10

＊ユニット 算数 火 16:10～17:00

算数 指定水曜 16:10～17:00

算数 木 16:10～17:00

Ⅰ 水 17:10～18:55

Ⅱ 土 13:20～15:05

Ⅰ 水・土
水　17:10～18:55
土　15:15～17:00

Ⅱ 土 13:20～17:00

＊ユニット 算数 金 16:10～17:00

算数 水 17:10～18:00

指定土曜
（教室授業）

13:20～14:10

指定日曜
（Ｅ-Ｌecture）

19:15～20:00

○入学金・指導関連費・教材費が別途必要です。

　 入　学　金  ： 小１～小３・・・10,000円（税抜）

★小１～小４メイン講座、小１～小３『玉井式国語的算数教室』にはB.B.Room があります。詳しくは別紙をご覧ください。

また、小１～小４メイン講座、小１～小３『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コマ無料で受講できます。

○小２『灘中レベル算数』の日程は、下記の通りです。

（９月分）9/30　（10月分）10/21　（11月分）11/25　（12月分）12/16　（１月分）1/27

◇小２『灘中レベル算数』は、同時間帯に実施の「保護者のための灘中レベル講座」に参加していただけます。

◇小２『灘中レベル算数』を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。

○小３『新小４準備講座』の日程は、下記の通りです。

【教室授業】　（９月分）9/19　（10月分）10/17　（11月分）11/14　（12月分）12/12　（１月分）1/30

【Ｅ-Ｌecture】　（９月分）9/6　（10月分）10/4　（11月分）11/8　（12月分）11/29　（１月分）1/10

◇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。

講座名

年長アルゴクラブ

アルゴクラブ

最高レベル特訓　算数

玉井式国語的算数教室

最高レベル特訓　算数

*灘中レベル算数

玉井式国語的算数教室

最高レベル特訓　算数

玉井式国語的算数教室

◇小３『プレ・ステージ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。

◆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

メイン

★メインステージ 算・国

★プレ・ステージＥ
算・国

発展算国

新小４準備講座 算数

小３

◆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ください。

　ただし、１０／１０（土）・１／９（土）の授業は行います。

◆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。
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 ２０２０年度　進学館シーア住吉校　指導要項

【新入学用】
学年 種類 科目 曜日 時間

２科（算・国） 月・木 17:10～18:55

２科（算・理） 木 17:10～20:05

月 17:10～18:55

木 17:10～20:05

４科 月・木 17:10～20:05

２科（算・国） 火・木 17:10～18:55

２科（算・理） 火 17:10～20:05

火 17:10～20:05

木 17:10～18:55

４科 火・木 17:10～20:05

月 17:10～18:55

木 17:10～20:05

土 15:15～18:55

月・木 17:10～20:05

土 15:15～18:00

２科（算・国） 火 17:10～21:00

火 19:15～21:00

水 17:10～18:55

３科ｏｒ４科 火・水 17:10～21:00

２科（算・国） 金 17:10～21:00

２科（算・理） 水・金 17:10～18:55

３科ｏｒ４科 水・金 17:10～21:00

水・金 17:10～21:00

土 15:15～18:55

＊ユニット 算数 木 17:10～18:55

○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。

＊ユニット講座は、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１～小４メイン講座にはB.B.Room があります。詳しくは別紙をご覧ください。

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コマ無料で受講できます。
◇Ⅰ・Ⅱと記載がある講座の内容は同じです。

★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。

・『Ｓｔａｇｅ Ｅ』を取得される方・・・土曜日：14:15～15:05

・『メインステージ』を取得される方・・・①木曜日：17:10～18:00　②木曜日：19:15～20:05　③土曜日：10:40～11:30    （①～③から、ひとつお選びいただけます。)

◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせください。

講座名

難関レベル特訓算数　ＫＧ

◇小４・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。

◆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。

Ⅰ

３科

Ⅱ

３科

★Ｓｔａｇｅ Ｅ

３科

４科

Ⅰ ２科（算・理）

Ⅱ

Ｓｔａｇｅ Ｅ ３科ｏｒ４科

小４ メイン

★メインステージ

小５

メイン

メインステージ

　◆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ください。

      ただし、１０／１０（土）・１／９（土）の授業は行います。

   ◆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。
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 ２０２０年度　進学館シーア住吉校　指導要項

【新入学用】
学年 種類 科目 曜日 時間

水・金 17:10～21:00

※土（西宮北口校） 13:30～17:15

水 17:10～20:05

金 17:10～21:00

土 9:00～13:55

水 18:05～21:00

木 17:10～21:00

土 9:00～13:55

＊ユニット 算数 月 19:15～21:00

志望校別
特訓講座

３科 指定日曜 9:00～11:50

土 19:15～20:35

ｗｅｂ講座 算数

★は新規開講講座です。

○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６『サンデー志望校別　須磨特訓』の日程は、下記の通りです。

（９月分）9/20　（１０月分）10/25　（１１月分）11/15　（１２月分）12/13　（１月分）1/11（月祝）

　※解説のオンデマンド（録画）E-Lectureを視聴していただけます。上記日程の9:30～10:20、11:00～11:50で公開収録を行います。

　※10/25は年間スケジュールでは休講日となっておりますが、授業を行いますのでご注意ください。

○小６『志望校別ｗｅｂ講座－須磨特訓』の問題・解説動画公開の日程は下記の通りです。 

　 9/6 ・ 9/20 ・ 10/4 ・ 10/25 ・ 11/8 ・ 11/22 ・ 12/6 ・ 12/13 ・ 1/10

＜注＞学費は、年間登録料2,000円、動画閲覧料1,250円/回、指導関連費500円/回です。全９回分の17,750円を取得時に一括納入となります。

　 　　　アップ教育企画にすでに在籍されている方は、年間登録料は必要ございません。

　 　　　尚、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。

◆詳しくは、進学館事務局までお問い合わせください。

講座名

★難関レベル算数　須磨

サンデー志望校別　須磨特訓

★志望校別過去問ルーム

★志望校別ｗｅｂ講座－須磨特訓　　 全９回

◆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。

Ｎ・Ｋ・Ｑ ３科ｏｒ４科

Ｓ ３科ｏｒ４科

ＫＧ・Ｊ・Ｖ ３科ｏｒ４科

小６

メイン ＳＴＥＰ

   ◆メイン講座で使用する「ＳＴＥＰ」の単元の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。
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 ２０２０年度　図形の極　指導要項一覧

時間帯Ａ 時間帯Ｂ

水 16:10～17:00 17:10～18:00

＜対　 象＞※小１～小３のメイン講座、玉井式国語的算数教室と併せて受講される方は、B.B.Roomにてご案内いたします。

＜対　 象＞※別紙をご覧ください。

＜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。お申し込み前に、必ず教材等をご確認ください。

【図形の極】
＜対　 象＞小１～小６

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ください。

※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ください。（ただし、例外があります。）

　 必ず年間スケジュール表をご確認ください。

『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ください。

2020-10-23 4/5



 ２０２０年度　わくわく文庫　指導要項一覧

【シーア住吉校】

曜日 住吉① 住吉② 住吉③ 住吉④ 住吉⑤ 住吉⑥ 住吉⑦ 住吉⑧

月 16:10～17:00 17:10～18:00 18:05～18:55 19:15～20:05 20:10～21:00

火 16:10～17:00 17:10～18:00 18:05～18:55 19:15～20:05 20:10～21:00

水 16:10～17:00 17:10～18:00 18:05～18:55 19:15～20:05 20:10～21:00

木 16:10～17:00 17:10～18:00 18:05～18:55 19:15～20:05 20:10～21:00

金 16:10～17:00 17:10～18:00 18:05～18:55 19:15～20:05 20:10～21:00

土 10:40～11:30 11:40～12:30 13:20～14:10 14:15～15:05 15:15～16:05 16:10～17:00 17:10～18:00

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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