
 

 
    
 

  アカデミー学院 

平塚市河内 520-1 
TEL 31-6831 

（山下団地入口マクドナルド前） 

地 域 密 着 塾  地 元 で 信 頼 さ れ て ２ ０ 年  

 

全９日間 \7,350→ 
算数 １倍数と約数 ２分数 ３立体・体積 

４平均・単位量あたり ５速さ 
国語 １物語 ２随筆 ３詩・短歌・俳句 

４論説文 ５漢字・語句・ことばのきまり 
 

講座名 指導教科 授業時間数 講習費 教材費
小６総まとめ 算数・国語   ９時間 無料 1,575円

新中１準備 英語・数学 １２時間 無料 3,150円

中１実力養成 英･数･国･理･社 ２７時間 無料 5,250円

中２内申アップ 英･数･国･理･社 ３３時間 無料 5,250円

中３入試必勝 英･数･国･理･社 ３３時間 無料 8,400円

入試直前特訓 英･数･国･理･社 ７２時間 56,700円 5,250円  
■アカデミー学院集団部の授業を体験したことのない人は、冬期講習を無料で体験できます。 
■冬期講習期間中、希望者にはバス送迎があります。 ■通常授業のご案内は裏面にあります。 
■小・中・高校生対象の個別指導の冬期講習もあります。■時間割等、詳しくはお問い合わせください。 
■兄弟入塾金無料制度、兄弟授業料割引制度もあります。 （詳しくは WEB で） 
■お申し込みはお電話でお早めに。満席になり次第締め切らせていただきます。残り席わずかです。 

 

 

１月～２月 \12,600→ 
英語 １アルファベット ２フォニックス 

３単語と熟語 ４あいさつ ５文の形 
数学 １正の数・負の数 ２加法・減法 
   ３乗法・除法 ４逆数 

 

小学部    中高部 
算数 国語    英語 数学 国語 理科 社会 

  

生徒一人ひとりのニーズにカスタマイズしたコースを 
 どこよりも安く、懇切丁寧に指導。教科・時間数自由設定。 

集団部との組み合わせも可。平塚中等教育学校対策対応。 

講習日程  

学年 12/21 22 23 25 26 27 28 29 1/4 5 6
小６ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
中１ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
中２ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
中３ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪  

さらに２ヵ月

 

全９日間 \19,950→ 
全５教科 中２につながる基礎・基本を確立 

 

全 11 日間 \26,250→ 
第 1 次高校入試といわれる後期の内申点を大きくアップ 

 

全 11 日間 \28,350→  
全５教科 中１～中３の全範囲を総ざらい 
最後の追い込み 県模試で志望校合格判定 

 

１月～２月 全 24 日間 \56,700 
本物の入試そっくりの予想問題で徹底的に実戦演習 

 詳しい解説と復習で確実に身につけ、得点力大幅アップ！ 

    の を  

 

 



 
生徒一人ひとりにわかるまで懇切丁寧に指導。算数・国語・英語の中から選べま
す。平塚中等教育学校対策（適性検査･作文･グループ活動）にも対応しています。

科目選択自由です。生徒一人ひとりに合った個別学習プランで指導します。試験対
策で時間数を増やしたり、英検・漢検・数検対策の授業をしたり、学力テスト・県模試
を受験することも可能です。１教科９０分授業。とくに次のような人にお勧めです。
・集団指導で質問のできない人・基礎学力をつけたい人・苦手教科を克服したい人
や得意教科を伸ばしたい人・公立上位校、私立トップ校を目指して実力アップしたい
人・集中力が持続しない人・つまずきを発見してそこまで戻りたい人

週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科が学べます。学校の授業の先取り予
習を行い、試験前には対策授業で何度も演習を繰り返し、高得点を目指します。週
２日間なので、部活や習い事とも両立でき、通塾の負担を軽くできます。

週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科を集団で学び、１日は学んだことをデ
ータベースを使って問題演習を行う、週３日間のお得なセットコースです。データベ
ースで弱点がなくなるまで演習を繰り返すので、知識が定着し、実力がアップしま
す。データベース学習日は、準個別スタイルで教師が生徒一人ひとりに丁寧に指導
します。学力テストや県模試のほか、月例テストの結果を家庭成績表でご家庭にお
送りしますので、実力が一目瞭然でわかります。（WEB の「成績表サンプル」参照）

週２日で英語・数学・国語・理科・社会の５教科を集団で学び、１日は個別で自分の
苦手な教科を学ぶことができる、お得なコースです。集団指導と個別指導の両者の
いいとこ取りで、苦手教科を克服している人が大勢います。生徒一人ひとりの弱点
を把握している教師の連係により生徒のニーズにカスタマイズした指導ができます。 レギュラーコースに個別指導を１日加えた週４日間のがんばる人のためのコースで

す。やる気のある人にはやる気で応えて結果を出す、それがアカデミーのやり方で
す。公立・私立のトップ校を目指す人や、英検・漢検・数検などの検定試験で上位級
を狙う人にお勧めです。
クラスの仲間と競い合い、演習もたっぷりこなせ、苦手科目や弱点も克服できるまさ
にオールマイティなコースです。

学校の授業に進度に合わせて、プロ教師が指導します。教科書準拠の塾専用教材
を使用。中学進学への基礎作りをします。教科は算数・国語・英語から選択。 

週１日は国語・理科・社会の３教科を集団で学び、１日は個別で英語・数学を学ぶこ
とができます。英語・数学の勉強に力を入れたい人にオススメのコースです。 

学院長プロフィール 

舟田譲二学院長

       『頭がいい人の受験術』 をプレゼント
         『世界一受けたい授業』（日本ＴＶ系）でおなじみ、２００万部ベストセ
         ラー著者の樋口裕一が「受験に勝つノウハウ」だけでなく、「自立した
 
 

        人間の育て方」まで明快に説く。受験生・お父さん・お母さん必読の
        書。具体的に何をどのようにしたらよいかを処方箋で教えてくれる。

       冬期講習に無料体験の後、入塾される方にプレゼントします。  

柿谷正期

舟田学院長とは３０年近くにわたる長いおつきあいで、そのお人
柄はもちろんのこと、英語力は抜群で、これ以上の英語教師を
探すのは困難でしょう。これまで何度もご一緒に講演の通訳をし
たことがありますが、アメリカ人講師が舟田先生の英語を 
impeccable と表現していました。「非の打ちどころがない」という
意味です。 
アカデミー学院では、集団指導と個別指導を組み合わせるとい
う他に例を見ない斬新なアイデアで、素晴らしい成果をあげてお
られます。個別指導は生徒一人ひとりのニーズに応えることが
できる最善の方法です。地元の小中高校生にぜひアカデミー学
院をお薦めします。 

アカデミー学院を推薦します 

カリフォルニア州立大学大学院卒（言語学） GPA 4.0 
バイオラ大学大学院卒（教育学・心理学） 
カリフォルニア大学（UCLA）言語学部助手、パサデナ大学外国
語学部講師、同時通訳官・翻訳家、セミナー講師、中央大学文
学部兼任講師を経て、現職。 
教育歴３５年、指導してきた生徒数２５００人以上。 
英語弁論大会神奈川県大会優勝者指導。英検指導にも定評が
ある。中央大学では毎年、学生の間で「わかりやすい、楽しい授
業 No.1」と評される。 

立正大学心理学部教授

小６生 算･国･英 ３教科 １０,５００円 兄弟割引制度（入塾金無料・月謝３割引）

教科数（週時 数） 小６ コ ース名 （週時数） 中１ 中２ 中 ３ 教科 数（週時数）小学生 教科数（週時数） 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

算/国１科　(60分) 4,200 らくらくコース (360分) 18,900 - - 算/国１科　(60分） 5,775 １教科 　(90分） 8,400 9,450 10,500 11,550 12 ,600 13,650
算･国２科 (120分) 8,400 レギュラーコース (540分) 22,050 23 ,100 24,150 算･国２科 (120分）11,550 ２教科 (180分） 16,800 18,900 21,000 23,100 25 ,200 27,300

算･国･英３科 10,500 とくとくコース (450分) 26,250 28 ,350 30,450 英･算･国 (180分） 13,650 ３教科 (270分） 25,200 27,300 30,450 32,550 35 ,700 38,850

英語のみ　(60分) 6,300 しっかりコース (360分) 28,140 30 ,870 33,630 － - ４教科 (360分） 33,600 35,700 39,900 43,050 47 ,250 51,450
- - がんばるコース (630分) 29,400 31 ,500 33,600 － - ５教科 (450分） 42,000 44,100 49,350 53,550 58 ,800 64,050

個別部月額授業 料　（税込）集団部 月額授業料　（税込）

●アカデミー学院の授業を初めて受講する人は、冬期講習を無料で体験できます。 ●冬期講習後、入塾される
方は入塾金 10,500 円が必要です。ただし、学院生（以前に在籍していた方も含む）のご兄弟は無料になります。
●兄弟割引（３割引）制度もあります。 ●上記のほか、教材費（コースにより異なる）、年間雑費、学力テスト・県
模試代などが必要です。詳しくはお問い合わせください。 ●希望者にはバス送迎があります（月 1, 50 円）。  0
●少人数制ですので、満席になると締め切らせていただきます。お電話での予約を受け付けます。

●個別部の無料体験は１回のみとなります。 ●入塾金免除制度は集団と同じ適用です。 ●上記のほか、教材費（履修教科数により
異なる）、教室維持費、学力テスト・県模試代などが必要です。●パワー個別（中高生１：１）の授業料その他、詳しくはお問い合わせくだ
さい。●小学個別部は１授業６０分、中高生個別・パワー個別は１授業９０分です。●小学個別部はバス送迎対応していますが、中高個
別・パワー個別は対応していません。 （ホームページのお得なクーポンをご利用ください） 
●残り席わずか！お急ぎください。満席になり次第締め切らせていただきます。お電話での予約を受け付けます。

1．地域密着型 
  地元の各小中高校の進度に合わせたきめ細かい指導をしています。 

2．勉強の楽しさを 
  丸暗記・詰め込み式ではなく、探究心・知的好奇心を育てる楽しい授業です。 

3．教科担任制 
  教科専門の教師が懇切丁寧にわかりやすく指導しています。（詳しくは WEB で）

4．独自のデータベース・システムで弱点対策 
  学校の定期テスト問題にも対応した３５万題におよぶ問題（基礎・基本･標準・応

用・発展の５レベル）で生徒一人ひとりの弱点を徹底的に対策します。 
5．あなたにぴったりのコース 

  生徒一人ひとりのニーズに合わせたコースを用意しました。アカデミー学院オリ
ジナルの集団と個別の組み合わせなど、かゆいところに手が届くサービスです。

6．試験対策無料補習 年間３００時間 
  集団中学部では年間３００時間を超す無料補習で一人ひとりをフォロー。 

7．技能４教科無料試験対策 
  期末試験前には音楽・美術・保健体育・技術家庭の対策授業もあります。 

8．無料英検対策授業 
  年間約４０時間の無料英検対策により英検合格をサポートしています。 

9．英検･漢検・数検 準会場指定校 
  漢検・数検も無料で対策が受けられ、当学院で受験できます。 

10．イベント盛りだくさん 
  バーベキュー大会、ディズニーランド遠足、夏合宿、映画会など、生徒の有意義

な塾生活を全面的にサポートします。（WEB の「塾生の声」参照）

   

アカデミー学院
平塚市河内 520-1 
TEL 31-6831 

（山下団地入口マクドナルド前）
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