
 

 

2019年度 授業概要 
「ぶんせい」の新年度、新学年の開始は３月です。 

開校以来20年を経て、新年度は校舎を移転すると共に、授業体制も大幅に変

更・改善をいたします。新学年についての変更・改善、留意点について以下にまと

めましたのでご一読の上、ご確認下さい。 （表示はすべて新学年です。） 

大きな変更点は、 

１、 小学生平日基礎クラスの「総合」の授業を恒常化 

2018年度は、小学6年生で「英語」や「調べ方学習」を開講し、好評をいただくと

共に生徒の学習意欲、自主性に大きな成果が見られました。 

本年度も生徒の要望を伺いながら3ヶ月程度のタームでテーマを決め、集団個

別の形で、本人の課題（学校の課題も含む）を支援する時間も試行予定です。 

２、 小学生の平日基礎コース、学年進級に伴う曜日変更を極力なくし、同一曜日

で通えるようにいたしました。 

３、 中学1・2年生に「総合」の時間を設置 

中学生は全体のテーマは設けず、学校の課題や提出物のフォロー、各人固有

の希望テーマに取り組む時間とし、集団個別の形で講師が指導いたします。 

尚、社会・理科など授業形式を希望の場合は、希望者3人以上で開講致します。 

４、 中学生１・２年生の英語の授業は「英文法」中心 

近年、公立中学校の授業から文法の説明が減少しているようですので、改め

て「英文法」中心と申しあげます。 

５、 英語検定の準会場は廃止 

会場規定変更のためです。検定対策、面接練習などは行います。 

６、 中学３年生の学力診断テスト：標準実施をCテスト 

昨年に続き、Bテスト（私立受験対応）とCテスト（都立受験レベル）に分け、標

準実施をCテストといたします。 

７、 中学１・２年生の学力診断テスト：Aテスト年間６回 

現行のAテスト実施で、回数を昨年同様年間１１回から６回に変更致します。 

８、 小学生の学力診断テスト： 

小学５・６年平日基礎クラスはCテストにて年６回実施、受験生は毎月Ｂテスト 

Aテスト（非受験ハイレベル）、Bテスト（受験対応）、Cテスト（学校進度に準拠）

に分け、小学５年・６年平日基礎クラスは、Cテストにて年６回実いたします。 

９、 単科受講、講習の4日、または5日単位の受講可 

昨年度に続き、単科受講は可能です。講習についても4日、または5日単位の

受講ができます。（授業は進行いたします） 

10、「高校１金曜講座」を高校1・2年に拡大 

「高校１金曜講座」を高校1・2年に拡大し、金曜日は、数学（2時間）＋各自課題、

土曜日は各自課題+英語（2時間）といたします。 

学校の成績をしっかり維持することを目標とし、科目はフリーの集団個別授業

です。（塾のカリキュラムで行う授業ではありません）受講人数と要望により、

対応する講師の人数も変わります。 

高校1年生については、3名以上の希望で、塾のカリキュラム授業にいたします。 

11、個別指導「ついまあ」は、レギュラー受講生には追加受講に対する割引、短期

受講生にも10コマ以上で1割引など割引制度があります。 

12、半年分プリント教材費、施設費を施設維持費として一本化 

従来の半年分プリント教材費、施設費は施設維持費として一本化しました。 

月当たり1000円程度値上げしておりますが、施設維持のため御理解ください。

また、個別指導「ついまあ」の生徒さんにも御負担いただくようにいたしました。 

 

小学生、中学1・2年生、高校1・2年生          \15,000 /半年 

高校受験生、中学受験生（5年）           \18,000 /半年 

中学受験生（6年）、大学受験生           \20,000 /半年 

個別指導「ついまあ」                       \ 2,500 (利用月毎) 

集団授業・個別併用の方は重複せず片方のみのご負担となります。 

なお、本「授業要項」では授業料などを消費税抜きの表示としております。 

費用の納入にあたっては、総額に消費税分（1円未満切り捨て）を加えた金額に

なりますのであらかじめご了承ください。 

 

Ⅰ、2019年度の小学部について 

１，小学２年生：ご希望があれば、開講いたします。 
  

２，小学３年生：ご希望があれば、開講いたします。 

 

(1) 単科受講                  \  7,000 

 

(2) 火・木の週２回 各回1.5時間  \ 12,000  

     科目は、算数・国語です。      Aテストは4,6,8,11,1,2月 別途\2,176  

        

３，小学４年生：単科受講可、通塾曜日 月・水・金 

 

(1) 単科受講：               \  8,000 （AまたはBテスト別途\2,176） 

 

(2) ２科目：水・金   の週２回    \ 14,000 （AまたはBテスト別途\2,176） 

 

(3) ４科目：月・火・金の週３回    \ 18,000 （AまたはBテスト別途\2,176） 

   

４，小学５年生私国立受験：単科受講可 
 

(1) ２科目：水・金・土の週３回     \ 24,000 （Bテスト別途\2,176） 

 

(2) ４科目：月・水・金・土の週４回  \ 28,000 （Bテスト別途\2,176） 

    （ お弁当は必要ありません。月曜日は19時30分、他は18時50分終了 ） 

 

(3) 土曜日は30分確認テストの時間があり、14時から17時30分となります。 

  

５，小学５年生スタンダード：単科受講可、通塾曜日 月・火・金 

 

算数・国語の内容は、「学校」以上「私立中堅校受験」以下、とご理解ください。 

「総合科目」は、理科・社会の基礎、図表の読み取りなど、または、英語です。 

希望者と相談の上、決定いたします。 

 

 (1) 単科受講：               \  8,000 （Cテスト別途\2,176） 

 

(2) ２科目：水・金    の週２回    \ 14,000 （Cテスト別途\2,176） 

算数・国語・総合（月）から２科目      各回50分×2       

 

(3) ３科目：月・水・金の週３回     \ 18,000 （Cテスト別途\2,176） 

算数・国語・総合（月）               各回50分×2   

  ＊Cテストの実施は、3,5,8,10,12,1月 

 

６，小学６年生私国立受験：通塾曜日 火・木・土 
 

(1) ２科目：火・木・土の週３回    \ 28,000 （Bテスト別途\2,176） 

 

(2) ４科目：火・木・土の週３回    \ 33,000 （Bテスト別途\2,176） 

火・木： 17:00～21:00   （要軽食）        

土：   14:00～18:00   ４月よりテスト～21:00 （要軽食） 

 

７，小学６年生スタンダード：単科受講可 通塾曜日 月・火・木 

   
算数・国語の内容は、「学校」以上「私立中堅校受験」以下、とご理解ください。 

「総合科目」は、理科・社会の基礎、図表の読み取り、英語。本年度は「自分課

題」の「探求」を含みます。 

希望者と相談の上、決定いたします。 

 

(1) 単科受講：                    \  9,000 （Cテスト別途\2,176） 

 

(2) ２科目：月・火・木より週２回      \ 14,000 （Cテスト別途\2,176） 

総合（月）・国語・算数から２科目  各回50分×2 

 

(3) ３科目：月・火・木の週３回       \ 18,000 （Cテスト別途\2,176） 

総合（月）・国語・算数           各回50分×2 

  ＊Cテストの実施は、3,5,8,10,12,1月 

  

８，小学６年生：中高一貫適性検査対策講座 

 

(1) 土曜日：17:00-19:00 各回２時間  授業料は、        ￥ 10,000  

但し、小６平日基礎２科受講生は、合計￥24,000 を ￥ 22,000 

小６私国立  ４科受験生は、合計￥42,000 を ￥ 40,000 

小６私国立  ２科受験生は、合計￥37,000 を ￥ 35,000 

  作文・記述・試行・資料判読等を中心の授業  

 

９、Ｇ-テスト 
 

公立中高一貫中学検査対策のテストで、５年生以上が対象。文系・理系、二

種類の内容のテストを外部の専門スタッフによる添削のうえ返却いたします。 

月例テスト、またはG-テストを選択して受験することもできます。 

別途、実施プリントがありますのでお問い合わせください。 

各回 小５ \2,800  小６ \3,200  二週間に1回程度のペースがお勧めです。 

 

Ⅱ、2019年度の中学部について 
１，中学１・２年生：単科受講可 

 
新中学１年生は、３月中は夕方の時間(17:00～18:50)です。 

春期講習（午前）後、４月からは中学生本来の時間(19:10-21:00)となります。 

(1) 単科受講： 

数学(週2時間)              \  9,000 （Aテスト別途\2,176） 

     英語(週2時間)              \  9,000 （Aテスト別途\2,176） 

     総合(週2時間)           \  9,000 （Aテスト別途\2,176） 

 

(2) ２科目：月・水・金のうち週２回  

数学＋英語など(週4時間)     \ 17,000 （Aテスト別途\2,176） 

 

(3) ３科目：月・水・金の週３回           

英語２、数学２、総合２         \ 21,000 （Aテスト別途\2,176） 

 

(4) 理科/社会の授業を御希望の場合、希望者が１～２名の場合は総合（集団

個別の中で対応、３名以上で授業を組みます。 



                         

 

   ＊Aテストの実施は、4,6,8,10,12,2月  

 

２，中学３年生:  

 

(1) 単科 ：英語又は数学（週３時間）    ￥13,000 

(2) ３科目：火・木・土の週３回        

英語３、数学３、国語２        \ 24,000 （Cテスト別途\2,500） 

（火、木：19:10–22:00、土：20:00‐22:00） 

 

(2) ５科目：火・木・土の週３回           \ 27,000 （Cテスト別途\2,500） 

英語３、数学２、国語１、理科１，社会１ 

（火、木：19:10–22:00、土：18:00‐22:00） 

   ＊Cテストの実施は、4,5,7,12月 

 

 

Ⅲ、2019年度の高校部について 
  

高校1･2年生については、部活動による欠席や学校間のカリキュラムの違い

が大きいことと、個別指導「ついまあ」が充実し、「試験対策講座」が開講されたこ

ともあり、「部活」優先や、試験対策が中心の生徒は「ついまあ」を利用されるの

が便利かつ効果的なようです。 

集団授業は、文字通り、きちんと一定のペースで大学受験まで準備していくこ

とを目的としており、受講に当たっては趣旨をよくご理解いただきたいと思います。 

2019年度の最大の変更点は、高校１～２年生(集団個別)を開講することです。

2018年度は高校１年生対象でしたが、本年度は金曜日に数学、土曜日に英語と

して、対象を高校１～２年生といたします。主な理由と目的は、学校ごとにカリキ

ュラムや進度の違いがあるので、個別ほど費用をかけず、学校をベースに各人

の目的に合わせて進められるように、かつ自力学習力を養うという点です。 

高校１年生については、これまで通りの授業（塾のカリキュラム授業）の希望

者が３名以上いる場合、別途開講いたします。 

 

１，高校１～２年生 

 

(1) 「高校準備講座」は、ご好評いただいておりますので３月に開講いたします。 

 内容は、高校1年生の内容で、中学校の復習ではありません。 

 

・ 高校準備講座 ３月期 英語･数学・古文・現代文 （単科受講も可能です） 

   ３月   7日（木）、12日（火）、14日（木）、19日（火）、26日（火）、28日（木） 

   ４月   2日（火）、 4日（木） 

各回 19:10～22:00  （但し、3月26,28日、4月2.4日は、15:00～18:00予定） 

                 ３時間×８日              授業料 \ 26,500  

・ 新高校１年生の正規授業の開始は、４月からといたします。 

・ 施設維持費は4月からの受講者のみを対象とし、月割り致します。 

 

(2) 高校１～２年生 集団個別 「高校１～２金曜数学（土曜英語）講座（仮称）」 

生徒3～4名に講師1名がつき適宜指導していきます。また、人数により講師を 

増やします。 

 

    金曜 数学集団個別     (週3時間)        授業料 \ 15,000   

    土曜 英語集団個別     (週3時間)        授業料 \ 15,000   

    金曜・土曜受講        (週6時間)        授業料 \ 27,000   

 

 

３， 高校３年生 

 (1) 科目別時間割詳細は、別途時間割をご参照下さい。 

    本年度の開講予定科目は、 

英語               :１クラス （開講） 

現代文             :１クラス （開講） 

古文               :１クラス （開講） 

受験理系数学       :１クラス （希望者が複数で開講予定） 

受験数学ⅠＡ、ⅡＢ   :１クラス （開講予定） 

受験政経・倫社      :１クラス （開講いたしません） 

     受験日本史         :１クラス （2月より開講） 

受験世界史         :１クラス （開講いたしません）  

受験化学           :１クラス （希望者が複数で開講） 

受験物理           :１クラス （開講いたしません） 

受験生物           :１クラス （希望者が複数で開講） 

生物基礎・化学基礎  :１クラス （希望者が複数で開講） 

開講しない場合でも、学習の進め方や進行については相談にのります。 

また、個別指導ではお引き受けいたします。 

 

(2) 高校３年生は、都立・私国立に関わりなく、単科受講ができます。 

   基本授業料は、 

    １科目：英語                          週3.0時間  \16,000 

国語(現代文＋古文）         週3.0時間  \16,000 

理系数学またはⅠＡⅡＢ       週2.0時間  \12,000 

    ２科目：英語＋現代文or古文          週5.0時間  \23,000 

英語＋国語               週6.5時間  \28,000 

英語＋数学               週5.5時間  \27,000 

３科目：英語＋数学＋国語           週8.5時間  \34,000 

その他の科目は、選択科目として学期単位の申し込みにしております。 

 詳細は、ご相談下さい（＊高3料金表 別紙）。 

 

(3) 国公立推奨コース 

通常授業・春期講習・冬期講習について、選択科目を含め科目・時数 

にいっさいの制限なく受講できます。 

夏期講習のみは別途申し込みになりますが、国・公立の受験を考えて 

いる生徒にはお奨めです。 

    毎月の月謝  \ 47,500   （春期・冬期講習費用は不要） 

 

(4) ＡＯ入試、推薦入試対策 

ＡＯ入試、推薦入試等の小論文、面接の対策については事前に課題、内容

の難易度について相談の上、回数を決めて受講できるようにしております。 

小論文対策では、テーマ設定から論述指導、添削をおこない、最終提出ま

で指導致します。面接対策では、受験先による想定問答まで演習致します。 

＊料金は「ついまあ」の料金となります。 

    

Ⅳ、2019年度の個別指導「ついまあ」について 

 
  「ぶんせい」の個別指導「ついまあ」は、集団授業や小学生から高校生まで在

籍している塾ならではの特色があります。 

   まず、子供達の長期的な成長の観点から、その時々の目的にあわせて本科と

の関係を維持しながら受講することを可能にしています。これは、私達が「ぶん

せい」や「ついまあ」を「成長期の第二の勉強部屋」として使えるように、との考え

からです。 

 また、個別指導は予算の問題も無視できません。一番大切なことは「学び続

けることと自分で学ぶ力をつけていくこと」ですから、上手に学ぶには、まず御相

談下さい。成績と目的そして予算に応じて最適と考えられるプランを提案致しま

す。 

例えば、通常の形以外にもこんな受講が可能です。 

 １、 受験学年にもなると、ある程度の授業時間を確保しないわけにはいきません。 

   しかし、週の時間数が増えすぎると経済的にも負担が大きくなります。 

  →得意科目は授業で受講、苦手科目は個別指導で受講。 

 ２，クラブの忙しい学年や時期は個別、受験学年になったら集団授業。 

 ３，定期テスト前に重点科目や特別の範囲のための回数限定の利用。 

 ４，受験前の小論文、面接指導から過去問解説までの期間限定の利用。 

 ５ 定期試験対策講座 

 ６、ＡＯ入試、推薦入試等の小論文、面接の対策。また、就職試験対策も受け付

けておりますのでご相談下さい。 

 ７、各種検定試験対策 

英語検定などの試験対策です。基本事項の解説指導から自習の仕方、演習

で100%合格を目指して指導致します。 

 ＊料金表は、別紙を御参照ください。  

 

Ⅴ、兄弟等の割引について 
 

(1) ２人目以降、入会金はいただいておりません。 

 通常の月謝は、3,000円割引にしています。但し、小２・３・４年生及び単科受

講生、「ついまあ」生については対象としません。講習のうち、夏期講習につ

いては、割引があります。 

(2) 「３人目は特待生!!」制度 

     当塾は､兄弟姉妹で通塾している生徒が多く在籍しております｡ 

そこで､３人で同時通塾される場合､授業料の低い生徒について1名分、実費

(テキスト代､半年分施設維持費)のみで､月謝は無料といたします。 

 

Ⅵ、数学検定・漢字検定について 
 

英語検定の準会場は廃止です。外部会場・学校での受検をお願いします。 

検定対策、面接対策は行ないますので御相談ください。 

 

(1) 「ぶんせい」は、数学検定実施団体認定校です。 

7月と11月は当塾で受験できます。 

(2)  「ぶんせい」は、漢字検定実施団体認定校です。   

6月と10月は当塾で受験できます。 

 

Ⅶ、入塾キャンペーンについて 
 

(1) １～７月の期間は「御紹介制度」の期間といたします。 

入塾される方には、入学手続き時に\10,000割引、御紹介いただいた方には月

謝の割引を行います。 
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