
STUDY COLLABOの活動はさまざまなメディアに紹介されています！

中学受験のあとは
　　成績上位の確保です
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向き合うこと
　阪急岡本駅前に、スタ

ディ・コラボを開塾して

15 年近くになります。阪

神間の私立中高一貫校の生

徒をのべ約 2,000 人を指導

してきました。合格実績

（高３時在籍生徒）も、東

大 京 大 国 公 立 医 学 部 と

いった最難関大学に 100 名

以上の合格者を出しています。

　その中で、スタディ・コラボが開塾当初から、変わら

ずに大切にしていることは、「生徒一人ひとりに」向き

合うことです。学習塾のほぼすべてが、「生徒を大切に

している」と謳っていますが、なかなか現実化できてい

ません。私たちスタディ・コラボもまだまだ発展段階で

あることも事実です。しかしながら少なくとも他塾と異

なるのは、本気で「生徒一人ひとり」と向き合う姿勢で

す。

　少人数と多人数・一方通行授業と双方向授業・専任講

師と非常勤講師等を考えれば、生徒と向き合うこととは

どういうことかおのずから見えてきます。コラボでは、

最大生徒数は１講座 20 名（平常）であり、授業は質疑

応答を含め活気ある雰囲気、時間売りの非常勤講師では

なく常に生徒に近い専任講師が授業を担当しています。

経済的合理性や、一部の生徒の学力を上げるだけであれ

ば、私たちと異なる指導方法が優れているかもしれませ

ん。しかしながら、「生徒一人ひとりを大切にする」こ

とをウソ偽りなく標榜するならば、生徒との信頼関係に

軸を置いた、少人数制・双方向授業・専任中心の授業で

なければならないと考えています。

向き合う姿勢　入塾時面談
　スタディ・コラボでは、入塾時に面談を実施していま

す。生徒の目を見て話をしっかりと耳を傾けることで、

生徒が抱く大きな夢や希望、生徒の抱えている諸問題を

共有するためです。また保護者の方と時間をかけて言葉

を交わすことで、コラボと家庭との信頼関係を築くこと

も狙いとしています。面談に関しては、初対面であって

も、厳しい言葉を伝えることもあります。生徒獲得のた

めであれば、心地よい言葉を伝えることになるのでしょ

うが、生徒と向き合うコラボでは最初の段階から本音で

生徒、保護者の方と向き合います。塾は、何度も変えて

よいものではありません。変わることでよりよい結果が

出る場合よりも、そうでない場合のほうが圧倒的に多い

のが現実です。

　こうしたことから、今後の長い学習を考えた場合に、

最初の面談時にしっかりとコラボでできることできない

ことを時間をかけて説明します。また、面談では、勧誘

は一切していません。その代り納得してもらえるまで、

コラボの仕組みや授業内容を説明します。

保護者とのコミュニケーション
　勉強は常に順調に進むものではありません。成績の良

い生徒には良い生徒なりの課題が、そうでない生徒に

は、その生徒なりの課題があります。その課題を一つ一

つクリアにしていくためには、家庭との連携は必要不可

欠です。入塾時の面談だけでなく、年３回の個人面談や

電話相談（随時）行っています。専任講師は、年間で

100 回以上の面談を実施しています。

生徒とのコミュニケーション
　「一人ひとりと向き合う」ことを実践するため、コラ

ボの授業は少人数です。最大で１講座 20 名であり、平

均すると 10 名前後です。授業は、双方向型で展開して

いきます。たとえば、20 名の英語の授業では、１回の

授業で一人当たり 10 回前後当たります。質疑応答を通

じて、生徒の思考力を鍛えていくスタイルをとっていま

す。生徒を氏名で呼ぶことはもちろんのこと、問題に応

じてあてる人を考えていきます。大人数一斉授業では感

じられない熱気いっぱいの授業です。コラボの授業は楽

しくてためになると生徒、保護者の方に言っていただけ

ることは、私たちの誇りでもあります。

生徒と向き合う授業　ストロングスタイル
　生徒の成績向上は、生徒側の学習負荷×やる気。塾側

の指導の仕組み×熱意。この４つの要素を最大限高める

ことができれば、結果として成績は約束されたもので

す。逆に、どれかを譲ると効果が激減するのも事実で

す。生徒側の負荷を高めるために、①予習前提②毎回の

小テスト③双方向の授業等の工夫を、またやる気を高め

るために、講師との授業外での質疑応答や学習相談・進

路相談などで、生徒のポジティブな気持ちを引き出して

いきます。くじけそうになった生徒の話をしっかりと受

け止めることも、コラボの講師の務めです。

生徒と向き合うコラボ　チューターがいない理由
　生徒の学習・進路指導に当たっては、担当講師がすべ

て行います。数字や数字の推移だけで、成績を見ること

は決してありません。生徒のことをもっともよく知って

いるのは、数字ではなく、経験と生徒が信頼する担当講

師です。コラボの担当講師は３～４回授業をすれば、生

徒の将来の抱えるであろう課題や進路まである程度予想

することができます。数字にあらわれないものをしっか

りと見ているからこそ精度の高い学習相談、進路指導が

可能なのです。

最後に
　スタディ・コラボは、進学校に通いながらも思うよう

に成績が上がらない生徒を一人ひとり見ていきたいとい

う思いで開塾しました。やがて、成績の優秀な生徒も

通ってくることとなり、今では合格実績（人数計）で

は、大手にかなわないものの、東大京大及び国公立医学

のといった最難関大学の合格率では圧倒しています。ま

た、成績不振の生徒さまを家庭と力を合わせて応援する

ことで、東大京大などに逆転合格したことも少なくあり

ません。これも、一人ひとりの生徒に向きあってきた結

果であると自負しています。これからもこの姿勢を忘れ

ることなく、大手とは一線を画した指導を行っていきま

す。

スタディコラボを起ち上げた思い

代表　乾　俊 和
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　中高一貫校に入学されても、学校行事あり、クラブ活動ありと決

して６年後の大学受験に向けて明確な指標を意識している訳ではあ

りません。大半の方が高２の冬あたりから一斉に大学受験を意識し

ていく中で、その時に如何に基礎が付いているか、そこが現役合格

か否かの節目となります。

数学科　衣川 講師

中１の１学期中間試験で学年上位を絶対確保中１生
　ずばり申し上げますと、2017 年度１年間で在籍者が最も増えたのは中２でした。いずれも学校の成績に

関する理由が入学動機だったことを考えますと、中１の１年間はとにかく学年上位席次の確保、それも１学

期中間試験でずっこけて、その後驚異的な挽回の構図はなかなか描きにくいものです。

○●○● 　スタディ・コラボ　中１・１学期中間試験対策予定　 ●○●○

中学校別に定期試験本番に近い日曜日を使い、予想問題形式で徹底演習を実施します。 

中学２年間は、学校成績重視・手厚い定期試験 or 課題考査対策中２生
　一部の中学校を除き、大半の中高一貫校では中１・中２の２学年で中学範囲を履修します。スタディ・コ

ラボには、各中学の進度に適わせたまさに“べったり”進む学校別クラスと、中学混合型の独自の進度に基

づいた総合クラスがあります。最近は少し傾向が変わってきましたが、例えば『プログレス』という少し変

わった教材を使用する六甲・神戸海星女子・小林聖心女子などの生徒は『プログレス』に適わせた学校別ク

ラスを希望されることが多いようです。

中３からは実力練成型クラスへ誘導中３生
　大半の中高一貫校では中３から高１範囲に入ります。ココからは中間・期末という範囲が明確な試験に対

応できる力がそのまま実力とはならない段階に入りますから、スタディ・コラボ独自の進度に基づいた総合

クラスへ編入していただくように誘導していきます。高校受験がない中高一貫校生の１つのウィークポイン

トが多数の中の現在位置がわからないことです。よってスタディ・コラボでは年４回の「コラボ模試」を実

施し、生徒の意識を“学校の中”から離脱させていきます、但し、指定校推薦を狙っている小林聖心生の

方々は引き続き学校別クラスで学習を進めていくことをおすすめしております。

高２から副教科の勉強量を増やすよう指導高２生
　英語・数学だけができても、受験には合格できません、とかく理系生にとっては国語はからっきしという

のが少なくなく、理系であっても京都大学は２次試験に国語が課せられ、しかも古文の難易度が高いことは

よく知られている通りです。大阪大学・神戸大学の理系学部には２次に国語は課せられませんが、センター

試験の配点が高く、高２の冬くらいから地歴・国語の対策をきちっとしていることが重要になってまいりま

す。

スタディ・コラボが考える中高一貫生６年間の現役合格基本設計
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2  第１講～５講まで学校別（混合しない）でいくデザイン

甲陽学院 及び 神戸女学院と、第２期のみ小林聖心は中学別で指導いたします。

第１講
講義

学校別

第２講
講義

学校別

第３講
講義

学校別

第４講
講義

学校別

第５講
確認テスト

学校別

3  第１講～５講まで混合他中学生と混合するデザイン

総合 S ・ 総合 SA ・ 総合 A は全講他中学生と混合して指導いたします。

第１講
講義

混合

第２講
講義

混合

第３講
講義

混合

第４講
講義

混合

第５講
確認テスト

混合

灘 ・ 洛南・ 神戸海星女子・ 甲南女子Ｓアド・ 甲南女子スタンダード・ 神大附属・ 小林聖
心女子は最初の２日間は中学別で指導いたします。

1  第１講・２講で中学別、３講～５講で他中学生と混合するデザイン

第１講
講義

学校別

第２講
講義

学校別

第３講
講義

混合

第４講
講義

混合

第５講
確認テスト

混合

4  神戸海星女子学院内部進学者のみ対象とした数学を開講

中学受験を経ていない神戸海星女子学院内部進学者用の数学と中学受験を経た方とクラス
を分けます。

内部進学者用

第１講
講義

学校別

第２講
講義

学校別

第３講
講義

学校別

第４講
講義

学校別

第５講
確認テスト

学校別

1 コラボの準備講座デザイン



対象 ランク 英語 数学

灘

S

中１灘英語 中１灘数学

準備講座では一般動詞（3単現）まで扱います。学校の 1
学期中間試験範囲まで終える進度です。灘の速い進度に対
応するには徹底した先取りが必勝法です。

灘数学では、正負の数・文字と式・方程式・不等式・連立
方程式・連立不等式・平方根を扱います。夏までに中学数
学を終了させる進度です。

洛南

中１洛南英語 中１洛南数学

準備講座では一般動詞（3単現）まで扱います。学校の 1
学期期末試験範囲まで終える進度です。近年の洛南の進度
は非常にゆっくりです。だからこそ先取り学習で余裕を
持って進めておきましょう。

正負の数、文字式、方程式、不等式、平方根を扱います。
洛南の定期試験は難易度が高いのが特徴です。準備講座で
も多くの難問を扱います。

甲陽学院

中１甲陽英語 中１甲陽数学

準備講座では一般動詞（3単現）まで扱います。学校の 1
学期中間（期末）試験範囲まで終える進度です。3単現を
履修しておくことが、進度の速い甲陽で入学後の大きなア
ドバンテージになります。

甲陽の定期試験は、問題数が多く、計算スピードと正確さ
が必要になります。本講座では、計算を中心にした「正負
の数」から「平方根」までを一気に扱います。

神戸女学院

中１神戸女学院英語 中１神戸女学院数学

準備講座では一般動詞、複数形まで扱います。学校の 1学
期中間試験範囲まで終える進度です。女学院は独特な進み
方をします。だからこそ、徹底した先取りが成績上位の秘
訣です。

女学院数学の数学の進度は近年、ゆっくりになっていま
す。定期試験で確実に点数をとるために先取り学習を「正
負の数～方程式」まで進めていきます。

ラ・サール、洛星 他
学校別を希望しない

上記４中学

中１英語総合 S 中１数学総合Ｓ

準備講座では一般動詞、複数形まで扱います。学校の 1学
期中間試験範囲まで終える進度です。女学院は独特な進み
方をします。だからこそ、徹底した先取りが成績上位の秘
訣です。

正負の数・文字と式・方程式・不等式・連立方程式・連立
不等式・平方根を扱います。夏には高校範囲の学習をス
タートします。

神戸海星女子学院

SA

中１神戸海星女子 中１神戸海星数学（中学受験者用）

準備講座では一般動詞、複数形まで扱います。学校の 1学
期中間（期末）試験範囲まで終える進度です。文法配列が
独特なプログレスを攻略するためには体系的な文法学習が
欠かせません。

海星の定期試験は、問題集の中から多く出題するため、そ
の傾向を考慮した「正負の数～方程式」を丁寧に進めてい
きます。

中１神戸海星数学（内部進学者用）

中１の１学期はとにかく計算力が要求されます。
「正負の数」「文字式」から計算を中心に扱います。

甲南女子
Ｓアド

中１甲南女子Ｓアド英語 中１甲南女子Ｓアド数学

準備講座では一般動詞、複数形まで扱います。1学期期末
試験範囲まで終える進度です。近年の Sアドは進度が非常
にゆっくりです。だからこそ、余裕を持った先取りで他の
生徒に差を付けます。

1学期では、ちょっとした計算ミスで点数差が大きく開き
ますが、逆に点数をとれる時期でもあります。計算ミスを
なくすことを意識して「正負の数～方程式」を扱います。

六甲

中１六甲プログレス英語 中１六甲数学

準備講座では一般動詞、複数形まで扱います。学校の 1学
期中間（期末）試験範囲まで終える進度です。記述量の多
い六甲の試験に対応できるように、豊富な演習量を用意し
ています。

学校の進度は、1学期は計算問題がメインになります。正
確に解けるように講義と演習を徹底して行います。具体的
には正負の数・文字と式・一次方程式を扱います。

神大附属

中１神大附属英語 中１神大附属数学

準備講座では一般動詞、複数形まで扱います。学校の 1学
期中間（期末）試験範囲まで終える進度です。学校自体は
ゆっくりなペースですが、将来を見据えて先取り学習を推
奨しています。

学校の進むペースはゆっくりですが、この時期大事なのは
計算力になります。先を見据えて、計算演習を実施しま
す。具体的には正負の数・文字と式・一次方程式を扱いま
す。

親和女子Ｓ 他
中学別を希望しない

上記４中学

中１英語総合ＳＡ 中１数学総合ＳＡ

準備講座では一般動詞、複数形まで扱います。学校によっ
ては 1学期中間（期末）試験範囲まで終える進度です。夏
で中 1範囲を全て履修し終えるペースで進んでいきます。

大学受験を見据えたクラスです。1年で中学数学を終了さ
せる進度で進めます。本講座では「正負の数」「文字式」
「方程式」を扱います。

甲南女子
スタンダード

A

中１甲南女子スタンダード英語 中１甲南女子スタンダード数学

準備講座では代名詞まで扱います。1学期中間試験範囲ま
で終える進度です。1学期中間試験では超基本問題のみが
出題されます。入学前に英語の構造の基礎をマスターして
おくことが大事です。

1学期のテスト内容は、計算ミスをいかに防ぐことができ
るかが大切になります。本講座では、定期試験に向けて
「正負の数」「文字式」を扱います。

小林聖心女子

中１小林聖心女子プログレス英語 中１小林聖心女子数学

準備講座では代名詞まで扱います。学校の 1学期中間試験
範囲まで終える進度です。プログレス 21 では難解な単語
だ出てきます。単語の覚え方も入学前にレクチャーしま
す。

聖心の数学は、代数・幾何に分かれていないため、1学期
は代数の問題が定期試験のメインになります。それに向け
た対策として「正負の数」「文字式」を進めます。

親和女子（総合進学）
仁川学園

雲雀丘学園他

中１英語総合Ａ 中１数学総合Ａ

準備講座では代名詞まで扱います。学校によっては 1学期
中間試験範囲まで終える進度です。無理のないスピードで
先取りをしていく講座です。中 1終了時点では中 2内容を
半分は終わる進度です。

大学受験を見据えたクラスです。先取りを中心に進めてい
きますが、丁寧に着実に進めていくのがこの講座です。単
元は「正負の数」「文字式」を扱います。
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【第Ⅰ期対象】 学校説明会・入塾説明会

講　座　名 講座番号 日　付 時　間 校　舎

学校説明会【灘】 1 1月21日（日） 9:00－9:50 岡本本校

学校説明会【灘】 2 1月28日（日） 9:00－9:50 西宮本校

学校説明会【灘】 3 2月4日（日） 9:00－9:50 西宮本校

学校説明会【灘】 4 2月18日（日） 9:00－9:50 岡本本校

学校説明会【甲陽】 5 1月21日（日） 10:00－10:50 岡本本校

学校説明会【甲陽】 6 1月25日（木） 19:00－19:50 夙川甲陽校（3F）

学校説明会【甲陽】 7 1月28日（日） 10:00－10:50 西宮本校

学校説明会【甲陽】 8 2月4日（日） 10:00－10:50 西宮本校

学校説明会【甲陽】 9 2月11日（日） 10:00－10:50 岡本本校

学校説明会【甲陽】 10 2月18日（日） 10:00－10:50 岡本本校

学校説明会【神戸女学院】 11 1月21日（日） 11:00－11:50 岡本本校

学校説明会【神戸女学院】 12 1月28日（日） 11:00－11:50 西宮本校

学校説明会【神戸女学院】 13 2月4日（日） 11:00－11:50 西宮本校

学校説明会【神戸女学院】 14 2月11日（日） 11:00－11:50 岡本本校

学校説明会【神戸女学院】 15 2月18日（日） 11:00－11:50 岡本本校

学校説明会【洛南】 16 2月4日（日） 11:00－11:50 西宮本校

学校説明会【洛南】 17 2月11日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【六甲】 18 1月28日（日） 11:00－11:50 西宮本校

学校説明会【六甲】 19 2月4日（日） 12:00－12:50 西宮本校

学校説明会【高槻】 20 1月28日（日） 12:30－13:20 西宮本校

学校説明会【高槻】 21 2月4日（日） 13:30－14:20 西宮本校

学校説明会【神戸海星】 22 1月21日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【神戸海星】 23 1月28日（日） 12:30－13:20 西宮本校

学校説明会【神戸海星】 24 2月11日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【神戸海星】 25 2月12日（月） 12:30－13:20 西宮本校

学校説明会【神戸海星】 26 2月18日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【甲南女子】 27 1月21日（日） 13:30－14:20 岡本本校

学校説明会【甲南女子】 28 1月28日（日） 13:30－14:20 西宮本校

学校説明会【甲南女子】 29 2月4日（日） 12:30－13:20 西宮本校

学校説明会【甲南女子】 30 2月11日（日） 13:30－14:20 岡本本校

学校説明会【甲南女子】 31 2月12日（月） 13:30－14:20 西宮本校

学校説明会【甲南女子】 32 2月18日（日） 13:30－14:20 岡本本校

学校説明会【神大附属】 33 1月21日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【神大附属】 34 2月4日（日） 14:30－15:20 西宮本校

学校説明会【親和】 35 1月28日（日） 10:00－10:50 西宮本校

学校説明会【親和】 36 2月4日（日） 10:00－10:50 西宮本校

学校説明会【親和】 37 2月18日（日） 12:30－13:20 岡本本校

【第Ⅰ期対象】 学校説明会・入塾説明会

講　座　名 講座番号 日　付 時　間 校　舎

学校説明会【小林聖心】 38 1月21日（日） 14:30－15:20 岡本本校

学校説明会【小林聖心】 39 1月28日（日） 14:30－15:20 西宮本校

学校説明会【小林聖心】 40 2月4日（日） 9:00－9:50 西宮本校

学校説明会【小林聖心】 41 2月11日（日） 14:30－15:20 岡本本校

学校説明会【小林聖心】 42 2月12日（月） 14:30－15:20 西宮本校

※1　入塾説明会 43 2月11日（日） 9:00－9:50 岡本本校

※1　入塾説明会 44 2月18日（日） 14:30－15:20 岡本本校

【第Ⅱ期対象】 学校説明会・入塾説明会

講　座　名 講座番号 日　付 時　間 校　舎

学校説明会【灘】 45 3月4日（日） 9:00－9:50 岡本本校

学校説明会【灘】 46 3月11日（日） 9:00－9:50 岡本本校

学校説明会【甲陽】 47 2月25日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【甲陽】 48 3月4日（日） 10:00－10:50 岡本本校

学校説明会【甲陽】 49 3月11日（日） 10:00－10:50 岡本本校

学校説明会【神戸女学院】 50 2月25日（日） 11:00－11:50 岡本本校

学校説明会【神戸女学院】 51 3月4日（日） 11:00－11:50 岡本本校

学校説明会【神戸女学院】 52 3月11日（日） 11:00－11:50 岡本本校

学校説明会【洛南】 53 2月25日（日） 10:00－10:50 岡本本校

学校説明会【洛南】 54 3月11日（日） 13:00－13:50 西宮本校

学校説明会【六甲】 55 3月11日（日） 11:00－11:50 西宮本校

学校説明会【高槻】 56 3月4日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【神戸海星】 57 2月25日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【神戸海星】 58 3月4日（日） 12:30－13:20 岡本本校

学校説明会【甲南女子】 59 2月25日（日） 13:30－14:20 岡本本校

学校説明会【甲南女子】 60 3月11日（日） 13:30－14:20 岡本本校

学校説明会【神大附属】 61 3月11日（日） 12:00－12:50 西宮本校

学校説明会【小林聖心】 62 2月25日（日） 14:30－15:20 岡本本校

学校説明会【小林聖心】 63 3月4日（日） 14:30－15:20 岡本本校

学校説明会【小林聖心】 64 3月11日（日） 14:30－15:20 岡本本校

※1　入塾説明会 65 2月25日（日） 9:00－9:50 岡本本校

※1　入塾説明会 66 3月4日（日） 13:30－14:20 岡本本校

※1　入塾説明会 67 3月11日（日） 12:30－13:20 岡本本校

※1　入塾説明会 68 3月17日（土） 12:30－13:20 岡本本校

※1　入塾説明会 69 3月24日（土） 10:30－11:20 岡本本校

※1　入塾説明会 70 3月31日（土） 10:30－11:20 西宮本校

※日程は変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

説明会の内容
１． 該当中学英語・数学の進度及び定期試験のレベル、今後の入試改革について説

明いたします。
２．当塾のシステム及び学費関連を説明いたします。

学校説明会は指定中学別対象者、それ以外の中学の方は入塾説明会が学校説明会の代替となります。

3 とことんコラボを知って頂くための学校説明会

■Ⅰ期・Ⅱ期
　スタディ・コラボの準備講座
　　Ⅰ期（２月中旬～３月下旬の週１回×５回）
　　Ⅱ期（３月下旬の春期休み中につめて５回）
　のどちらかご都合に合わせて選択できます。
　Ⅰ期Ⅱ期は、全く同じ内容です。



※英語・数学それぞれ２種類ずつ、最大４講座まで受講可。いくつ受講して頂いても無料です。
※日時等は変更になることがあります。ご了承ください。

★必ず上記受講ご希望講座の□にチェックを入れてFAX送信又はご持参下さい。

参加希望の方は、上記必要事項を記入の上、本用紙をスタディ・コラボ事務局（FAX078-413-5847）まで送信してください。折り返しご連絡申し上げます。

スタディ・コラボ事務局確認欄　　　　　　　　　　　　備考欄
□受け付けました。 事務局印

ふりがな：

ご住所

生徒氏名

学校名

ご兄弟姉妹がいらっしゃる場合
差支えなければご記入下さい。

中学 コース新１年 小学校卒業

保護者氏名

ご連絡先 TEL：

お名前： 学校： 学年：ふりがな：

印

FAX 【□同左】：

郵便番号：〒

切
り
取
っ
て
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
又
は
ご
持
参
下
さ
い
。
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講座名 講座番号 申請 開講日程 開講時間 校舎

わくわく数学［発展］ 71 □ 1月21日（日） 13:40－14:30 岡本本校

わくわく英語スペリング&発音編 72 □ 1月21日（日） 14:40－15:30 岡本本校

わくわく数学［標準］ 73 □ 1月21日（日） 15:50－16:40 岡本本校

わくわく数学［発展］ 74 □ 1月28日（日） 13:40－14:30 西宮本校

わくわく英語リスニング&音読編 75 □ 1月28日（日） 14:40－15:30 西宮本校

わくわく数学［標準］ 76 □ 1月28日（日） 15:50－16:40 西宮本校

わくわく数学［発展］ 77 □ 2月4日（日） 13:40－14:30 西宮本校

わくわく英語スペリング&発音編 78 □ 2月4日（日） 14:40－15:30 西宮本校

わくわく数学［標準］ 79 □ 2月4日（日） 15:50－16:40 西宮本校

わくわく数学［発展］ 80 □ 2月11日（日） 13:40－14:30 岡本本校

わくわく英語リスニング&音読編 81 □ 2月11日（日） 14:40－15:30 岡本本校

わくわく数学［標準］ 82 □ 2月11日（日） 15:50－16:40 岡本本校

わくわく数学［発展］ 83 □ 2月18日（日） 13:40－14:30 岡本本校

わくわく英語リスニング&音読編 84 □ 2月18日（日） 14:40－15:30 岡本本校

わくわく数学［標準］ 85 □ 2月18日（日） 15:50－16:40 岡本本校

わくわく数学［発展］ 86 □ 2月25日（日） 13:40－14:30 岡本本校

わくわく英語スペリング&発音編 87 □ 2月25日（日） 14:40－15:30 岡本本校

わくわく数学［標準］ 88 □ 2月25日（日） 15:50－16:40 岡本本校

わくわく数学［発展］ 89 □ 3月4日（日） 13:40－14:30 岡本本校

わくわく英語スペリング&発音編 90 □ 3月4日（日） 14:40－15:30 岡本本校

わくわく数学［標準］ 91 □ 3月4日（日） 15:50－16:40 岡本本校

わくわく数学［発展］ 92 □ 3月11日（日） 13:40－14:30 西宮本校

わくわく英語リスニング&音読編 93 □ 3月11日（日） 14:40－15:30 西宮本校

わくわく数学［標準］ 94 □ 3月11日（日） 15:50－16:40 西宮本校

英　語
わくわく英語［スペリング&発音編］

"rain" の読み方は分かりますか ?「レイン」ですね。なぜ「ライン」じゃないのでしょうか。
この謎を解明する、スペリングの魔法を伝授します

わくわく英語［リスニング&音読編］
英語学習で最も大切なのは「声に出す」ことです。
見て、聞いて、声に出して、アクションを起こしながら楽しく英語学習をスタートしましょう。

数　学
わくわく数学（発展編）［平方根の世界］

電卓にある謎の記号『√』。実は中学数学では当たり前のように使います。『√』の謎を解き明
かします。

わくわく数学（標準編）［〇〇算と方程式］
算数で細かくわかれている◯◯算。そのほとんどが方程式一つで解決できてしまうって画期的
じゃないですか？

わくわく講座（無料体験講座）申請書

※英語はスペリング&発音編とリスニング&音読編の 2つ、数学は標準編か発展編のいずれか。最大３講座まで申込むことができます。
※日時等は変更になることがあります。ご了承ください。

★必ず上記受講ご希望講座の□にチェックを入れてFAX送信又はご持参下さい。



① ② を FAX 送信頂くか岡本本校事務局まで直接ご持参下さい。
岡本本校事務局　FAX（078）413 － 5847

申込方法

5 中１準備講座申込方法と学費

申込方法

１講座  5,000円（税別）　※銀行又は郵便局振込となり、現金は一切あつかっておりません。

学　費

阪急神戸線に広がるスタディ・コラボの教室

岡本T&Tビル2F、3F

TEL:078-413-5846
FAX:078-413-5847
神戸市東灘区岡本1-12-14

阪急岡本駅徒歩１分

岡本本校

ハウジングネットワークビル1F

TEL:0798-69-0432
FAX:0798-69-0433

西宮市南昭和町3-32

阪急西宮北口駅徒歩１分

西宮北口本校

COZY夙川2F、3F

TEL:0798-33-3480
FAX:0798-33-3481

西宮市寿町5-17

阪急夙川駅徒歩１分

東大京大館夙川甲陽校

グリーンフラットビル2F

TEL:078-414-6219
FAX:078-414-6229
神戸市東灘区岡本1-5-7

 JR摂津本山駅徒歩１分

東大京大館岡本校

アーバンエステート岡本3F

TEL:078-200-4891
FAX:078-200-4892
神戸市東灘区岡本1-8-23

阪急岡本駅徒歩２分

岡本２号館

TEL:0798-42-8146
FAX:0798-42-8147

西宮市甲風園1-3-3

須澤興産ビル4F

阪急西宮北口駅徒歩１分

東大京大館西宮校

②わくわく講座申請書 （本パンフ P7 キリトリ線に沿って切り取り下さい）

受講希望に ✔ を入れて下さい。

所定の必要事項をご記入下さい。

①準備講座及び 学校説明会（または入塾説明会）申請書
　（※ 中学別かまたは、ラ・サール、落星、高槻、親和女子、雲雀丘、仁川学園に進学された方及び総合 S、

総合 SA、総合 A をご希望される方は 全校対象 と題した申請書をご利用下さい）

校了後に

挿入

致します

参加ご希望の学校説明会に ✔ を入れて下さい。

Ⅰ期かⅡ期かご希望に ✔ を入れて下さい。

所定の必要事項をご記入下さい。

学校説明会では今後の入試改革及び 学校別の情報を解説いたします


