
地域に密着・生徒第一主義のプレミアムな学習塾

夏期講習2021

それぞれの生徒の性格や目的に合わせカリキュラムを作り、
ベテラン講師のもとで、楽しく授業が受けられます！

総合学習塾こじまJUKU
お申込み・お問い合わせは下記の電話番号までご連絡ください

TEL: 03-3887-7580
MAIL: contact@kojimajukues.info

幼児・小・中・高・受験生 対象

いつもわくわく「プレミアム」な授業
こじまJUKUの講習は“伸び”が違う！

中3生。都立上位～中レベル

7/26～9/17の期間で受講できます。

入試特訓少人数クラス
お客様の声

何しろコスパがよくて助かります。
先生方が親身になって教えてくれるの
で信頼して預けています。
－高3生母（小2から入塾し現在も在籍）

独学でやってきましたが、成績が伸び
ませんでした。その原因を教えてもら
い、効率よく勉強できるようになった
ら、超えられなかった壁を越えました。
－卒業生本人（中3夏期講習から入塾）

個別・個人指導

スクールプラス

こじまるコース

単科コース

英語プレミアムコース

全学年。ご希望の目的・教科

小学生。英語＋お好きな学習

幼児～低学年。知育学習

英検・理社国・作文など

高校生。自立指導型演習



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース詳細 

コースNo2 【小中高全学年対象】 個別・個人指導「こじまるＪＵＭＰ」 授業料 （税込） 

学年・授業時間 小学生（６０分） 中学生（８０分） 

形態 個人（１：１人） 個別（１：２～３人） 個人（１：１人） 個別（１：２～３人） 

４回 11,000  ⇒  9, 900 8,800  ⇒  8,250 16,500  ⇒ 14,300 13,200  ⇒ 12,650 

８回 21,450  ⇒ 18,700 16,500  ⇒ 15,400 31,900  ⇒ 28,600 25,300  ⇒ 24,200 

１２回 31,900  ⇒ 28,600 24,200  ⇒ 19,800 47,300  ⇒ 42,900 37,400  ⇒ 35,200 

１６回 42,350  ⇒ 37,400 31,900  ⇒ 27,500 62,700  ⇒ 56,100 49,500  ⇒ 46,200 

学年・授業時間 高校生（８０分） 個別  

7月 26日（月）～9月 17日（金）の期間内で授業

を設定できるので、中学生は、夏休み明けの定

期テスト対策に合わせてご利用いただけます。

教科は自由に選択できるので、必要に応じ効率

の良い学習が可能です。個別は講師１人に対し、

生徒数が１～３名で行います。 

形態 高１・２ 高３（受験生） 

４回 14,300  ⇒ 13,750 15,400  ⇒ 14,850 

８回 28,050  ⇒ 26,950 29,700  ⇒ 28,600 

１２回 41,800  ⇒ 39,600 44,550  ⇒ 42,350 

１６回 55,550  ⇒ 52,250 59,400  ⇒ 56,100 

受験指導・学校の補習・私立校の夏休み課題・検定対策など、一人ひとりの目的に合わせた授業を行います。 

自分のペース・理解の程度に合わせて学習できます。適度な緊張感で、集中して効率のよい学習ができます。 

特に教材のご指定がない場合、夏期テキスト（１教科 1,10０円 税込）を使用します。  

個別指導では気の合うお友達やご兄弟・ご姉妹と一緒に受講することもできます。 

※担当講師と相談の上、ご都合のいい日時を設定していただきます。 
※急な日時変更は前日まで受け付けます。 
※小学生コースで８０分授業、中学生コースで６０分授業への変更や、回数の増減も可能です。ご相談下さい。 

 

 

 コースNo1 【中３対象】 「入試特訓少人数クラス」 授業料 (税込) 

学年 教科  授業時間／回 受講料 テキスト代 

中３ 

夏期演習（英・数 2科セット）＋定期テスト対策 

※通常授業(80分)に 40分延長して行う 
40分×16回  26,400円 

各 1100円 演習コース（国・理・社 3科セット） 90～120分×12回   33,000円 

５科セット（英・数・国・社・理） 上記時間 
 50,600円    

（8,800円割引) 

  ※日時の詳細は別紙をご覧ください。 

＜中 3英数＞8、9月の通常授業は時間を延長して夏期特訓を行います。（80分 → 120分） 

   上記の金額以外に 8月分の通常月謝（英数）をお支払いして頂きます。 

   9月には定期テストがあるので、夏期演習からテスト対策に切り替えます。 

＜演習コース＞7月 26（月）～9月 17日（金）の期間内で都合の良い時間に来て、各自学習を進めます。 

夏期テキストに沿って、各自でこれまで習った内容のまとめと復習を行います。 

得意教科の強化、苦手教科の克服など、ピンポイント学習が可能です。 

各自のスケジュールで通塾できるので、部活があっても参加できます！ 

学習監督者がペース管理・質問指導をするので、やり残しやかたよりなく、徹底的に予習・復習ができます。 

 

 



コースNo5 【幼児・小学生対象】 こじまるコース 

詳細は JUKUまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コースNo4 【小学生対象】 スクールプラス 授業料 （税込） 

【英語＋アルファの欲張りコース】 中学の教科書改訂で小学生からの英語教育の重要性が増しています。文字の読み

と文法を中心に、学校の英語学習の補強を楽しく行います。（詳細は別紙をご覧下さい。） 

 

英語 50分 ＋ α（算数または国語）50分 × 4回 

               通常   14,300円                夏期キャンペーン価格 13,200円 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

中３生限定！！受験生応援キャンペーン 

平日午後を自習開放します。 

 

 

 

 

 

コースNo3 【小中高全学年対象】 自立指導型・単科プログラム 授業料 （税込） 

コース コース内容 対象 時間・回数 受講料 備考 

理社問題演習 
前期期末試験に向けて、問題演習を 

自学形式で行います。 
中学生 90分×4回 4,400円 

未購入者は別途 

テキスト代必要。 

英単語・熟語特訓 自学形式で暗記練習を行います。 中学生 80分×4回 2,750円   

漢字特訓 自学形式で暗記練習を行います。 小～中 80分×4回 2,750円   

小論文・作文添削指導 
読書感想文・入試論文・自己ＰＲ文など、 

アドバイスと添削を行います。 
小～高 2回 

(小)2,750 円

(中)3,850円 

学年・目的・内容に 

より金額は異なる。 

夏の宿題お助け講座 
ひとりでは進まないお子様へのフォローと 

アドバイスを行います。 
小～中 80分×4回 2,750円   

英検対策 
10月受験に向けて、演習およびポイント解説、 

学習フォローを行います。 
中～高 90分×4回 9,900円 

別途テキスト代 

必要 

英語プレミアムコース 
 

大学入試特訓コース 

大学入試を目的とした高校生向け。共通テス

ト、GTECや TOEICにも対応しています。 
高校生 90分×4回 

8,800円/ 

15,730円 

別途テキスト代 

必要 

7月 26 日（月）～9 月１7 日（金）の期間内（英検対策は～10月 8 日（金））で授業を設定できるので、 

中学生は、夏休み明けの定期テスト対策に合わせてご利用いただけます。 

上記は基本回数となります。回数や時間の増減や、夏休み明けも継続ご希望の方はご相談ください。 

自立指導形式では、各自で問題演習や作業に取り組み、わからないところを担当講師に質問します。 

※    担当講師と相談の上、ご都合のいい日時を設定していただきます。 

※    急な日時変更は前日まで受け付けます。 

 

各コースお申込み 

受講コースをお選びいただき、受講料・教材費と合わせて こじま JUKUまでご提出下さい。 
その他、お気軽にご相談下さい。 

総合学習塾 こじまＪＵＫＵ ☎３８８７－７５８０ 
 


