～おかげさまで 20 周年～
地域密着・口コミ入塾 95%・継続率 98%！
一度入ったら居心地が良くて辞めない塾
足立区のプレミアムな隠れ家的学習塾

2002 年にこじま English Studio ついで 2004 年にこじまＪＵＫＵを開設しました。
地域に密着した、プレミアムな『五反野の隠れ塾』です。
どのお子様も、
“学ぶって楽しいな”という気持ちがあれば、すすんで学習するようになります！
ご質問やご相談がある場合は遠慮なくおたずねください。

英語教室

こじま English Studio

こだわりぬいた教材と質の高い授業
当教室のモットーの一つは“良質の授業を。小さなお子様から長期間受講できるよう配慮。長期海外経験のない講師自身の体験
に基づいた自学自習の精神から、必要最低限の負担で最大限の効果を得られるよう工夫されています。

教育一筋の経験豊富な日本人講師によるきめ細やかな指導
20 年以上にわたる英語指導と開設以来変わらぬ教育にかける情熱と真摯な姿勢で
これまで多くの保護者様から信頼をいただきております。

｢聞く｣・｢話す｣・｢読む｣・｢書く｣＋「考える」 ～バランスのとれた授業～
お子様の発育段階に合わせ、語学習得の基本技能を育むレッスン。

フォニックス（文字の読みのルール）指導
PPA フォニックス認定講師資格を持つ講師によるフォニックス指導を通し、早い時期から文字が読めるようになります。英検にも挑
戦できるようになり、英語学習の成果が目に見える形で実感できます。

宿題の徹底化～トレーニングなくして習得なし～
英語学習の秘訣は「日々どれだけ多く英語に触れるか」。毎回ワークブックやリスニングなど宿題が出されます。

英語絵本の無料貸し出しで多読を推奨～英語環境を作る～（※現在、休止中）
「オックスフォードリーディングツリー（ＯＲＴ）」シリーズを中心に、ＣＤ付き絵本の無料貸し出しを行っています。

英検・英検Ｊｒ．―準会場指定校、小学生が準 2～5 級に続々合格しています！！
“小学生で英検３級取得”を合言葉に、一人一人が目標を持ち、日々の英語学習の動機付けとしてチャレンジしています。

小学英語と中学英語の架け橋～「楽しい」だけじゃない、英語を得意科目に～
講師はこじまＪＵＫＵで英語を指導し、中学文法を熟知。高校卒業時を見据えた「本物の力」をつける指導を行っています。

スピーキングテスト＆プレゼンテーション
テキストの章末ごとにスピーキングテスト、9 月「英語絵日記プレゼンテーション」、年度末に「暗唱発表会」を行います。

楽しいイベント
毎年４月イースター、１０月ハロウィン、１２月クリスマスパーティや学期末のお楽しみ会、暗唱発表会を実施しています。

年度末の面談・レッスンレポート送付
年度末に一年間の授業報告書をお渡しします。お子様がどれくらい上達したのかを、スコア別に確認できます。

継続率の高さが誇りです！～英語のエリート育成～
最長で年少から高校まで。お子様をよく知ることで信頼関係が生まれ、より高い目標を目指して一緒に取り組んでいます。
「英語が大好き！」という卒業生が次々に海外留学の夢を果たしています。

ノンフランチャイズだからできる！～時代とニーズに合わせ、進化する教室～
クラスメンバーによってテキストや進度・アプローチを変えたり、お母様方からのアイディアやご意見をレッスンに反映させるなど、
フレキシブルに対応しています。より楽しくて有益な教室をお子様・講師・保護者で築きます。

【クラス案内】 少人数クラスでは、他者に対するマナーや、コミュニケーションなども指導しています。
■幼児クラス：自己紹介や歌やゲームを通して、家族についてなど簡単な質問への応答ができるレベルを目指します。
■小学生クラス（低学年・中学年・高学年クラス）：会話表現やリスニング練習の他、フォニックス指導で文字の読みに力を入れて
います。高学年クラスでは中学校で習う文法の先取りや英検対策も行っています。
■中学生クラス（こじまＪＵＫＵ所属）：せっかく学んできた知識を活かしてさらに英語の能力を高めます。

総合学習塾

こじまＪＵＫＵ

“生徒第一主義”のノンフランチャイズ学習塾「こじまＪＵＫＵ」では、進学・補習、少人数クラス・個別および個
人授業と、お子様の学力・目的・性格に合わせ、きめの細かい指導を提供しています。
「学ぶって楽しいな」という当
塾の理念に基づいた『わくわく学習こじまるメソッド』の元、おもしろくてわかりやすい授業で苦手意識をなくし、
何事にも自信を持って挑戦していく力を育みます。

【小学部】「学ぶ」楽しさ、伝えます！
■個別授業（講師１人：生徒２～３人）／個人授業（講師１人：生徒１人）―算数／算国／英語
■こじまるＵＰ【小１～３】（算国＋知育コース）
■こじまるＧＴ【小４～６】（思考力育成コース）

【中学部】お子様に合ったコースからお選びいただけます！
■個別授業（講師１人：生徒２～３人）／個人授業（講師１人：生徒１人）
■定期テスト対策・自習室無料開放
■少人数クラス（４～７人）― 英語／数学
■選択制 単科プログラム（オプションコース） ＮＥＷ！！
集中トレーニング・受験特訓・特別専門 の３つのシリーズの中から自分に必要なコースを選ぶことができます。

【高等部】わかりやすい指導と大学受験サポート
■個別授業（講師１人：生徒２～３人）

【こじまるシリーズ】身につけたいのは『生きる力』。ママ目線のコースでは、自立学習の習慣と論理的思考力を育てます。
■こじまるくん【年少～年長】（知育コース）
■こじまるＵＰ【小１～３】（算国＋育脳コース）
■こじまるＧＴ【小４～６】（思考力育成コース）

【他にもまだまだある】楽しみながら、意欲的に学習できるしかけがいっぱい！
■わくわく遠足―フィールド・トリップ
■三大検定（英検・漢検・数検）の準会場指定校
■こじまる祭り（こじまる受講生対象）
■中学卒業生お別れパーティ
「勉強はツライもの」と思っていませんか？学ぶことは決して嫌なことではありません。

専任講師

人間にとって、知識を吸収していく過程はおもしろくて、喜びでもあります。

私たちも
現役のママです！

また学ぶ楽しさを体感した子どもは、自ら進んで勉強するようになります。
我々は、そんな“学ぶ”楽しさを伝えたい！お子様を学習面・精神面からサポートします。
こじま English Studio＆ＪＵＫＵ代表： 小嶋

祐生（Yuki）

知らないうちに Yuki 先生のペースに。
“英語って楽しいな”を体感して下さい！

こじまＪＵＫＵ塾長： 兼子

久美子

女性では稀有な化学のスペシャリスト。子供たちに理科の楽しさを伝えたい

こじま English Studio（子ども英語コース）料金表（税込）
クラスと
対象

親子
（２歳と母）
幼児
（４～６歳）
低学年
（小１～３）
高学年
（小４～６）

５，５００円（兄弟姉妹在籍の場合
２人目より無料）
月３３０円（入塾時に一括して
お預かりいたします）
テキスト・ＣＤ・プリント代・催事費含め
およそ７，７００～９，９００円
（学年により異なります）

入塾料

授業時間（月４回）

月謝

定員

５０分（月２回）

休講中

５組

休講中

６名

年間
教材費

５，５００円

７名

※ ８月は選択制です。設備費・月謝はかかりません。

５０分
入替え時間含む

６０分
入替え時間含む

６０分
入替え時間含む

設備費

※ こじま JUKU で受講される場合、セット割引(―550 円)が

６，６００円

適用されます。

７名

※ 諸費用は入塾時に年度分お納めいただきます。
途中退塾時のご返金はいたしかねます。

こじまＪＵＫＵ（総合学習塾）料金表（税込）

コース

週１

※ 入塾料（税込）：中～高 11,000 円、

週２

幼～小 5,500 円
(
幼
児

)

小
学
生

小
学
部

中
学
部

こじまるくん（幼児コース）

6,050 円

こじまるＵＰ

7,150 円

こじまるＧＴ

9,350 円

個別指導

8,800 円

個人指導

11,000 円

20,900 円

個別指導 80 分

13,200 円

25,850 円 ※ 小学部・幼児部において、子ども英語を受講される

個別指導 100 分 2 科

16,500 円

個人指導 80 分

16,500 円

個人指導 100 分 2 科

20,625 円

異なる）入塾時に年度分お納めいただきます。
途中退塾時のご返金はいたしかねます。
※ 別途教材費がかかります。

17,050 円 ※ 入塾料は兄弟姉妹が在籍の場合、２人目より無料と
なります。

場合、セット割引(-550 円)が適用されます。
※ 高等部・中学部・小学部は月 4 回の授業で 8 月も授

小人数クラス

個別指導

31,900 円

業を行います。原則は曜日固定制ですが、夏休みや
学校行事・テスト日程など状況に応じて振替授業を

18,700 円

80 分 2 科
高
等
部

※ 設備費（税込）：月 330/550 円（通塾日数によって

行います。
※ テスト前は自習スペースの利用が可能です。

高 1・2

14,300 円

27,500 円 ※ 高等部の個人指導の費用についてはお尋ね下さい。

高3

15,400 円

29,700 円 ※ 同一学年・同等レベルの生徒が４名以上集まっ
た場合、少人数制クラスの開講も可能です。

単科プログラム

コースに応じて金額が変わります

※ 各種季節講習も行っております。

上記以外にもご希望によって授業時間や内容などアレンジも可能です。

ただ今、体験授業をお受けいただいた方に！！

入塾料無料キャンペーン中！！

中～高校生 11,000 円、幼児～小学生 5,500 円 ⇒

０円

●お問い合わせはお気軽にどうぞ●
MAIL：contact@kojimajukues.info

https://kojimajukues.info

代表責任者：小嶋 祐生（ゆき）080-3392-8346
～“学ぶ”楽しさ、伝えたい～

総合学習塾

こじまＪＵＫＵ

ＴＥＬ ３８８７－７５８０
〒120-0013

足立区弘道 1-19-5-103

こじまＪＵＫＵ

～“英語って楽しいな”から世界の扉が開きます～

英語教室 こじま English Studio
ＴＥＬ ３８８７－３４９７
〒120-0013

足立区弘道 1-22-14

