新年度生

受付中

個別指導 (新小1生〜新高3生)

高１〜３生

中１・２生

などの手段を通じて、子どもたちが自分の
「自信」を持たせることを目標にしています。生徒の気持ちに寄り添い、

個別指導オリジナル教材

『フォレスタ』

答えを移さない、間違った問題は
再度解いて理解し、宿題でもう一度やる。
徹底した反復学習で、本物の定着を図ります。

小１〜６生

学校内容を徹底サポート！

評定平均アップコース

いつでも利用可能な自習スペースを完備！
勉強のやり方指導や
質問対応で分からない問題も解決！

小４〜６生

公立中1・2生コース

高校受験コース

小学生教科書対応コース

クラス指導 (新小1生〜新中3生)

小学生ハイクラスコース

●算・国・理・社から選択
●受講料（月額）13,000 円〜 ●時間 80 分 /1コマ

学校の授業で「わかった !」という感覚を身につけてもらうために、
原則予習型の授業を心がけています。
そのために役立つテキストが「個別専用教材フォレスタ」です。
全国の定期テストを分析、重要な問題ばかり反復演習できるので、
授業の理解度が大幅アップします。

私立中生

私立中コース

●英・数・理から選択※理は中3 生のみ
●受講料（月額）11,000 円〜 ●時間 80 分 /1コマ

●公立中学校別
テスト対策
プリント配布

中１〜3生

●朝学習・無料自習

公立中学 通知表アップコース

●土日無料開校で
テスト対策

●5 科目 ( 英・数・理・社・国 )
●受講料（月額）19,000 円〜 ●時間 165 分×週 2回※中1生は160 分

塾通い放題コース
しっかり順位アップ！
塾だけど楽しく★

※亀山校
のみ開講

中学生通知表アップコース ( 未来型 ICT)
※伊勢本校・五十鈴校
のみ開講

” 確実に成績が上がる” と話題の
未来型 ICT 教材を使用！学校の勉強を確実に理解！

週 5 回でも定額！ 週2〜5 回までご自由に回数を選んでいただけます

!
!
プ
ッ
成績ア
5教科

447

284

163点

5教科

●5 科目( 英・数・理・社・国 )

この他にも多数の生徒の
成績が向上しています。

340

アップ 198

中学 1 年 N.T さん

142点
アップ
中学 2 年 K.Y さん

5教科

360

236

124点
アップ

中学 2 年 K.N さん

289

5教科

179

110点
アップ

中学 1 年 N.N さん

5教科

346

232

114点
アップ

中学 1 年 N.T さん

317

5教科

244

73点

アップ

中学 2 年 N.S さん

5教科

375

263

112点
アップ

中学 1 年 W.S さん

5教科

474

414

60点

アップ

中学 2 年 H.T さん

●受講料（月額）22,000 円 ●時間 160 分×週 2 〜 5回

※塾通い放題コースは週 2 〜 6 回

NEW! プログラミング

コース

２０２４年度からプログラミングが
大学入試に導入開始！
小学生の”今”からプログラミングを
はじめよう！

小２〜小６ ●受講料（月額）9,000 円〜●時間 60 分×週1〜3回

３/２
０金

講習
スタート

春期講習

クラス指 導

小学生

新小2〜新中3生

計 算や漢 字など、苦 手な単 元を
この時 期に克 服させます。

科目：算数・国語
時間：10コマ(1コマ50分)

料金：15,000円

中学生

復 習をメインとして定 着を図るとともに
4月からのスタートに備え先取り学 習も充 実させます。

科目：英語・数学
時間：10コマ(1コマ85分)

個別指導
小学生

料金：25,000円

新小2〜新高3生

春 休みの準 備で、
新 学 年に向けて自信をつけます。

科目：算数・国語から選択
時間：4コマ (1コマ85分)
料金：10,000円

中1生は、中学校のスタートに向けて、
英・数の先取り学習に取り組みます。
中2・3生は、全学年の復習に取り組み、学び残しをなくします。

中 学 1・2 生

科目：英語・数学から選択
時間：85分×4 or 8コマ
料金：12,000円〜

小学生(新小1〜6生)

中学3生

科目：英語・数学・理科・社会から選択
時間：85分×8 or 16コマ
料金：20,000円〜

小3〜小６ 今の学習理解を助ける

なぜ公立中内申に
強いのか？

短期集中でしっかりとした
基礎作り&レベルアップ。
新学期、ぐっと差がつく!!

定期テストで確実に点をとり成績向上！

●算・国・理・社から選択※理・社は小 4 〜 6 生のみ
●受講料（月額）8,500 円〜 ●時間 80 分 /1コマ

無料自習スペース

定期テストの点数アップで自信を身につける！

会場：伊勢本校
日時： 2/29(土)・3/7(土) 10:00〜11:00

各校舎で開催します！
詳細はお問い合わせください。

●英語・数学から選択
●受講料（月額）12,000 円〜 ●時間 80 分 /1コマ

勉強のやり方指導

中学生(新中1〜3生)

コース ( 未来型ICT)

志望校合格を目指す！

中3生

誉める指導を繰り返して、小さな成功体験を積み重ねていきます。

安藤塾では、面談でご家庭や本人の希望に
寄り添いながら、目標達成のための学習
スケジュールを組んでいきます。

コース ( 未来型ICT)

中学生通知表アップ

●英語・数学から選択
●受講料（月額）1,1000 円〜 ●時間 80 分 /1コマ

人生に主体的に取り組むことができるような

学習スケジュール

小学生学校対応

プログラミングコース

●英語・数学・理科から選択
●受講料（月額）16,000 円〜 ●時間 80 分 /1コマ

個別指導コースは、成績向上や志望校合格

目標・志望校・科目に合った講師を配置し、
毎回の授業を原則同じ講師が担当します。
お子様との相性も大切ですが、その子の伸びしろを
1 番伸ばすことのできる講師を配置します。

体験・説明会 開催！

指導者1人に生徒3人まで

成功体験の積み重ねで
「自信」
を持たせる

担当講師制度

2020 年度新導入コース

小学生総合コース

高校生

●英語・算数・国語から選択
●受講料（月額）3,000 円〜
●時間 50 分 × 週 1 〜 4 コマ

目標に合ったカリキュラムで、
志望校対策・学校対策に取り組めます。

科目：英語・数学から選択
時間：1講座 85分×4コマ 料金：13,000円 (1講座)
※その他コースもご用意しております。詳細はお問い合わせください。

小1〜小６

キャンペーン

学校の勉強を確実に理解！

小学生学校対応コース(未来型ICT)
※五十鈴校のみ開講
●英語・算数・国語・理科・社会から選択
（月額）
●受講料
3,000 円〜 ●時間 50 分×週1〜4 回

入塾金 10,000 円

1

→無料

基礎学力 + 徳育で
年中〜小３ 「豊かな人間性」を育成

スーパーキッズコース

●基礎学力 (算・国)・図形学習・躾・礼法・道徳
●受講料（月額）7,000 円〜
●時間【年中・長】70 分×週1回 【小1〜3】90 分×週1回

小中学生４技能英語コース
聞く

話す

読む

書く

４技能をバランスよく習得！
小学生からTOEIC®600点を目指す！
小１〜中３ ●受講料（月額）6,600 円〜●時間 50分×週1〜3回

①2020 年 3 月 31 日までに入塾された方

キャンペーン ( 新高 1 生は 4 月 30 日まで )
②ご兄弟姉妹での同時入塾
対象

③春期講習を受講の上、入塾された方

2

QUO カード
3,000 円プレゼント

キャンペーン ①安藤塾生のご紹介で入塾された方
②お友達と一緒に複数で同時入塾された方
対象

春の入会キャンペーン

3/2(月) 期間中にご入会・レッスンをスタートされた方
〜3/31(火) 入会金＆初月月謝 無料

期間

０１２０-６２５-６４５
お問い合わせはフリーダイアルまたは各校舎まで！

［受付時間］

９:００〜１８:００

（土・日・祝を除く）

中川駅前校
久居万町校
伊勢本校
五十鈴校
船江小木校 小俣情熱一番校 松阪新町校
0596-21-2000 0596-63-8780 0596-65-7156 0596-29-0792 0598-30-5208 0598-31-3235 059-253-8858

個別指導伊勢西校
亀山校
伊勢神久校
津駅西口前校 鈴鹿白江旭が丘校
059-253-7737 059-389-7814 0595-98-5011 0596-29-0784 0596-63-6017

伊勢西校
0596-29-0784

