
〔期間・時間〕下の黄色の枠内で行います。

＊８月１３日～８月１９日はお休みとなります。

〔回数〕全１０回 ５教科 各５回

〔受講料〕２５０００円（税抜き・教材費込み）

8月4日 8月5日 8月6日 8月8日 8月10日 8月11日 8月12日 8月20日 8月21日
火 水 木 土 月 火 水 木 金

13：00～13：50
社会

13：00～14：20
数学

13：00～13：50
社会

13：00～13：50
社会

13：00～14：20
数学

13：00～13：50
社会

14：40～16：00
数学

14：40～15：30
社会

14：40～16：00
数学

14：00～14：50
国語

14：30～15：50
英語

14：00～14：50
国語

14：00～14：50
国語

14：30～15：50
英語

14：00～14：50
国語

16：10～17：30
英語

15：40～16：30
国語

16：10～17：30
英語

15：00～15：50
理科

15：00～15：50
理科

15：00～15：50
理科

15：00～15：50
理科

16：40～17：30
理科

〔期間〕8 月 1日～ 8月 31 日から選択可能＊但し 8 月 13日～ 19日はお休み
〔期間・時間〕13：00～ 22：50の中から選択可能 1コマ 90分
＊以下の水色の枠内から自由にお選び頂けます。

〔教科〕全教科から選択可能
〔回数・受講料〕以下を参照してください（税抜・教材費込み）

＊受講回数が増えると単価が下がるように設定してあります。

講習会  1授業90分 1回～5回 6回～10回 11回～15回 16回～20回 21回～
小学生 最大３人まで 2000円×回数 1800円×回数 1600円×回数 1400円×回数 1200円×回数
中1、中2 最大２人まで 2700円×回数 2500円×回数 2300円×回数 2100円×回数 1900円×回数
中3 最大２人まで 3000円×回数 2800円×回数 2600円×回数 2400円×回数 2200円×回数
高校生 最大２人まで 3300円×回数 3100円×回数 2900円×回数 2700円×回数 2500円×回数

☆2020夏期講習授業日程記入表
＊夏休み期間中も通常授業はありますので、お間違いの無いようお願いいたします。

8月1日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月10日 8月11日 8月12日
土 月 火 水 木 金 土 月 火 水

13：00～14：30 学校 学校 学校 学校 学校 中３講座 中３講座 中３講座 中３講座
14：40～16：10 中３講座 中３講座 中３講座 中３講座 中３講座 中３講座 中３講座
16：20～17：50 中３講座 中３講座 中３講座
18：00～19：30
19：40～21：10
21：20～22：50

8月20日 8月21日 8月22日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月31日
木 金 土 月 火 水 木 金 土 月

13：00～14：30 中３講座 中３講座 中３講座 学校 学校 学校 学校 学校 全 学校
14：40～16：10 中３講座 中３講座 中３講座 学校 学校 学校 学校 学校 県 学校
16：20～17：50 学校 学校 学校 学校 学校 模 学校
18：00～19：30 試
19：40～21：10
21：20～22：50

中3講座 学校予定日 全学年個別講座選択可能日 全県模試

＊８月１３日から８月１９日までお盆休みとなります。

〔内容〕中１～中３の１学期の内容までの範囲入試の形式に沿

った 問題を毎回行います。これにより毎回今の実力を測るこ

とができ、現時点でどの単元が苦手なのかを発見することで９

月以降の受験勉強に役立てることができます。

〔授業形態〕生徒 10 人程度
の小集団授業を行います。

愛知県公立高校入試の形式と

同様の問題を毎回各教科行い

ます。基本から応用まで幅広

い範囲の問題を解くことで、

総復習を行います。

〔内容〕先生 1 人に生徒 2 人（小学生は 3 人）までの個別指導を行いま
す。授業中は常に同じ先生がつきっきりで指導します。分からなくても先
生がすぐに解説してくれます。また、個別指導なので、その子のレベルに
応じて指導内容を変えることができます。どんな要望にもお応えできる指
導スタイルです。

〈中・高生〉

先生１人
生徒２人

〈小学生〉

先生１人
生徒３人



〔目的〕中1の今から本気で勉強して成績を上げることでしか、成し遂げら
れないことがあります。やる気を持って取り組みさえしてくれれば、どんな
生徒でも、一宮西高以上に合格できるようになります。私は絶対無理なこ
とは世の中にないと思っています。覚悟とやる気を持った生徒2名に限定し
て提供します。

小学生は、今年から学校で英語の授業が本格的にスタートします。次代を担うお子様に必要な能力は、英語が書ければよい訳ではありません。

英語を発音し、外国人と話せるレベルまで求められるようになります。そのためには、英語が書けるようになるだけでなく、耳で聞いて、しっかり

と話せる能力を身につける必要があります。そのため、サタデーイングリッシュでは、次代の英語に必要な能力を身につけさせる授業を行います。

書くことはもちろん、話す、聞く能力も同時に身につけさせていく授業スタイルとなっています。英語に特化した日本人講師が教えますので、無理

なく英語を学ぶことが可能です。また、学校の英語に準拠した教材を使用していますので、テストも万全です。

☆授業スタイル グループレッスン（1クラス4名）☆月謝 4000円（税抜）☆授業時間 毎週土曜日 16：00～16：50（小6クラスあと2名）
17：00～17：50（小5クラスあと3名）

〔中１限定さらに定員２名の新コース〕☆プレミアムコース☆ 今の自分で満足できない方、未来を変えたい方、素早く行動に移した人だけが未来を変えることができます。

〔受講資格〕どんな生徒でも可。但しやる気と覚悟があり、こちらの指示を必ず守れることが条件となります。

〔通塾日〕週５回（月・火・水・木・金）で行います。

〔授業日程・内容〕個別指導（先生１人に生徒２人）

〕

〔授業料〕月謝48000円（税抜）

月 火 水 木 金
内容 学校の予習 学校の予習 復習 学校の予習 個別テスト

19：40～21：10 数学 英語 数・英 19：00～21：50 数・英テスト
21：10～22：00 自学 自学 自学 国・理・社 不合格居残り

ココスタでは、先生1人に対し、生徒2人までのスタイルです。また、他の個別指導塾のように解説時
だけ先生が来てくれるスタイルでは、どこで間違えているのか、どうやって間違えるのかまでを把握で
きません。ココスタの個別指導は基本的に毎回同じ先生が授業中、生徒につきっきりで指導しますの
で、分からない問題で手が止まることはありませんし、生徒がどこでどう間違えるのかを把握しながら、
苦手を克服して行きますので、ご安心ください。また先生1人に生徒3人以上のような塾のように、他の
子の解説で待たされることもありませんので、授業の時間はすべての時間を有効に使えます。

中学生では、毎授業の授業開始の10分間で前回の復習テストを行います。
これにより、前回の学習内容を定着させ、学習効果を高めます。（不合格が続
くと、必修自習に参加してもらいます。）また、小学生については、受講科目
に関わらず、毎月第3週の授業内で計算・漢字・英単語（英単語は5，6年生
のみ）のテストを行います。

*月謝はすべて税抜き価格です。
月謝 90分＝週１ 180分＝週２ 270分＝週３
小学生 9900円 16500円 23000円
中1、中2 13000円 19500円 30000円
中3 14000円 21500円 31000円
高校生 16000円 23000円 31000円

＊90分で受講できる教科は1教科です。(中学生の理・国・社は1授業2教科可）
＊小学生は90分で2教科可、ただし小学生60分コースは1授業1教科です。

月謝 60分＝週１ 90分＝週1 120分＝週２ 180分＝週３
小学生グループコース 4500円 5500円 8000円 11000円

小学生サタデーイングリッシュ 4000円
小学生60分コース 6500円 11000円 16500円

*グループコースの90分週2は指導時間が180分になるので、180分の授業料と同じとなります。
*小学生サタデーイングリッシュは小5・小6のみのコースです。1授業50分になります。

ココスタでは、他の個別指導塾と違い、週1回の月謝と、週2回の月謝が単純に倍に
なるわけではありません。週２回以上は単価を下げて、比較的安価にすることで、お
子様の成績向上を実現させていきます。（特に中学生は、数学と英語の受講をお勧めしています。）

ココスタでは、定期テスト2週間前からテスト対策を毎日無料で行います。生徒各自で、塾
でのテスト勉強のスケジュールを立ててもらい、2週間の中で最低25時間以上になるよう
に設定し、自分で決めた日に必ず塾かオンラインで勉強をしてもらい、テストに臨んで頂き
ます。これにより、テスト勉強の仕方が分からないお子さまや、テスト勉強がこれまで十分
でないお子様や、家では勉強できないお子様も安心して成績向上を目指すことができます。

通常授業時間割（○のところは選択可能） ＊土曜のみ黄色の枠内の時間帯になります
時間割 時間帯 月 火 水 木 金 時間帯 土
3講 16:20～17:50 ○ ○ ○ ○ ○ 16:00～16:50 ＳＥ
4講 18:00～19:30 ○ ○ ○ ○ ○ 17:00～17:50 ＳＥ
5講 19:40～21:10 ○ ○ ○ ○ ○ 19:00～20:30 ○
6講 21:20～22:50 ○ 20:30～22:00 〇

＊SEは小学生サタデーイングリッシュ
＊22時まで自習可能


