
◆小学 3～6 年生◆ 
英語（5～6年）・算数・国語・理科・社会より自由選択 

◇基礎力アップコース◇ 
前学年・前々学年の既習範囲まで戻り、徹底的に「穴」を 
埋めます。計算・漢字の読み書きにも丁寧に取り組みます。 

◇1 学期復習コース◇ 
「繰り返し学習」を重視して苦手単元の補強と得意単元の 
発展をはかります。 

◇2 学期予習コース◇ 
2学期の学習に余裕をもって取り組めるように各小学校の 
進度に合わせた「先取り学習」を進めます。 

◇英語トレーニングコース◇ 
今春の中学校教科書改訂により、特に英語が難化しました。 
小学 5～6年での学習内容の確かな定着を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

★サマートレーニング★ 7 月 19 日（月）～8 月 31 日（火） 

個別指導・集団授業を超えた「自立学習」へ導く 

新コンピュータ個別学習システム WILL トレーニング とは? 
                 △君だけのための完全個別学習メニュー 今、そこにある課題を解決 
                △スモールステップで無理なく学習  小さな「できた」が大きな「学力」へ 

            △フリースケジュール＆カリキュラム  好きな時間に好きなだけ学習 
                △学校の予習復習から中学・高校・大学受験対策まで対応可 

＊「WILLトレーニング」は、コンピュータ個別学習システムですが、生徒がパソコン画面上で学習するわけではありません。 

コンピュータは、説明・問題・解答・解説のデータベースとして、また、各個人の学習進度と成績の管理、理解度と定着度の診断のために使用します。

＊＊ 
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＊教科（科目）毎に異なるコースを選択されることも可能です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

▲時間割  7 月 19日（月）～8月 31日（火） ＊8月 11日（水・祝）～17日（火）は休校日です。 
小学生（60分） 月 火 水 木 金 土  中学生・高校生（70分） 月 火 水 木 金 土 
 8：45～ 9：45 ※1  ※2  ※4 ※5 8：40～ 9：50 ※1  ※2  ※4 ※5 
10：05～11：05 ※1  ※2  ※4 ※5 10：00～11：10 ※1  ※2  ※4 ※5 
11：25～12：25   ※2   ※5 11：20～12：30   ※2   ※5 
16：45～17：45 △ ○  ○ △  16：40～17：50 △ ○  ○ △  
18：05～19：05 △□ ○  × △  18：00～19：10 △□ ○  × △  
19：35～20：35 △ △ ※3 △ △ ※6 19：30～20：40 △ △ ※3 △ △ ※6 
20：55～21：55 △ △ ※3 △ △ ※6 20：50～22：00 △ △ ※3 △ △ ※6 
表の○・△・□印よりご希望の曜日・時間をご自由にお選びください。原則的に各時間帯とも先着順定員 7～11名まで受付可能です。 

＊※1は 7月 26日・8月 2・9・23・30日…○、※2は 7月 21・28日・8月 4・18日・25日…○、※3は 8月 4日・25日…○、 
※4は 7月 23・30日・8月 6・20・27日…○、※5は 7月 24日・8月 7日…○、※6は 7月 31日…○ です 

  ＊メンバー（＝学内生）の「通常トレーニングコース」のため△印は空席わずかとなっています。□印は小学算数・中学数学は予約できません。 
＊お申込後、座席状況・講師配置を考慮したうえで、個人別スケジュールを決めお渡しいたします。登校日・学校補習日・クラブ活動などの 
ご都合に合わせ前日までの変更も可能です。 

▲費用（消費税込） 
 
 
 
 
 
 
 

＊内容によっては別途テキスト代（1教科 1,000～3,000円程度）が必要となる場合がございます。 
＊兄弟姉妹割引・母子家庭割引もございます。ご相談ください。 
＊個人差がありますが、学習成果を上げるためには、1教科（科目）2～3コマ/週が最も効果的です。 
＊いずれのコースにも上記の費用が適用されます。40コマ以上につきましてはお問い合わせください。 
＊一旦お納めくださった費用につきましては、理由の如何により返金は致しかねますので、ご了承ください。 

▲申込方法 
お電話か Eメールでご予約のうえ、原則的に保護者様がご来校くださり、受講申込書をご記入のうえ費用をお支払いください。その際、 
コース・教科（科目）・単元・コマ数・スケジュールなどをご相談させていただき、その後、座席確保⇒講師配置となります。 
 
 

 
 

 5コマ 10コマ 15コマ 20コマ 25コマ 30コマ 35コマ 40コマ 
小学３年～６年生  6,600円 13,200円 19,800円 26,400円 33,000円 39,600円 46,200円  52,800円 
中学１年～３年生  9,625円 19,250円 28,875円 38,500円 48,125円 57,750円 67,375円  77,000円 
高校１年～２年生 11,550円 23,100円 34,650円 46,200円 57,750円 69,300円 80,850円  92,400円 
高校３年生 13,475円 26,950円 40,425円 53,900円 67,375円 80,850円 94,325円 107,800円 

◆高校 1～3 年生◆ 
英文法・英文読解・数学Ⅰ・数学 A・数学Ⅱ・数学 B・数 
学Ⅲ・現代文・古文・漢文・世界史・日本史・地理・現代 
社会・政治経済・倫理・生物・化学・物理より自由選択  
＊1年生は、「英・数・国」のみ選択可能です。 
◇基礎力アップコース◇ 
１学期、さらには前学年での既習範囲の「穴」を徹底的 
に埋め、今後の「受験勉強」に向けての土台を築きます。 

◇合格力アップコース◇ 
難関大学への現役合格のための「英・国・（数）先行主義」
に基づき、必要な「道具」を身につけ戦力を磨きます。 

◇大学入試対策コース◇（３年生のみ）  
大学・短期大学・各種専門学校への現役合格を目指し、 
各自に必要な教科・科目を徹底的に磨き、受験レベルまで
引き上げます。 

◆中学 1～3 年生◆ 
英語・数学・国語・理科・社会より自由選択 

◇弱点克服コース◇ 
前学年・前々学年、さらに小学既習範囲まで戻り、徹底的に
「穴」を埋めます。 

◇１学期復習コース◇ 
苦手単元の補強と得意単元の発展をはかり、夏休み明けの課
題（実力）テストに備えます。 

◇２学期予習コース◇ 
２学期の定期テストに向け、各中学校の進度に合わせた「先
取り学習」を進めます。 

◇高校入試対策コース◇（３年生のみ）  
11～12月の実力テスト、さらに入試問題での実戦的得点力
を鍛えます。 

 

 

 

◇人気大学受験エキスパートコース◇ 
                各大学および同レベル・同タイプ・同傾向の大学の入試問題で得点できる学力を身につけるための対策に特化した専門コースです。   

「2014～21年度 大学入試 第一志望 現役合格率 100%」を達成した技術で導きます。  対象：高校 3年生  ＊詳細は、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

▲過年度サマートレーニング受講生の声 ＊ホームページには、多数掲載いたしております。 
●国語・算数・理科・社会を学びました。復習を中心に中学校に向けての基礎固めができて良かったです。[小学生/女子] 
●毎週 11コマは大変でしたが、2学期には目標にしていた 5教科合計 400点越えを連続で果たせました。 [大蔵中学校⇒明石北高校合格/女子] 
●個別で自分のしたい単元が自分のペースで学習できるので、とても進めやすいなと思いました。自習の時間では学校の宿題などを勉強のしやすい
環境でできるので、良いと思いました。[大蔵中学校⇒明石北高校合格/男子] 

●先生に言われた「達成感を感じられたら、勉強が楽しくなるから。」という言葉を忘れずに、頑張ります。[朝霧中学校⇒明石商業高校合格/女子] 
●志望大学合格を目指し必要教科の既習範囲の復習とハイレベルな問題演習に取り組みました。実力アップの手応えを感じ、2学期の実力考査・ 
中間考査・模試でもそれぞれ学年（文系）3位・5位・1位をとることができました。[明石北高校⇒同志社大学・関西学院大学合格/男子] 
●しんどい時もあったけれど、塾のみんなの頑張っている姿をみていたら、励まされました。[明石高校⇒関西学院大学合格/女子] 
 

どうぞ、お気軽にお問合せ・資料ご請求ください。ご予約の上、お越しくだされば、教室内をご覧いただけます。 

明石市東野町 1917-1 
マニーフィコ&アルファー209 号  
TEL 078-277-2883  
https://willstudy.net 
willstudy@ac.auone-net.jp 

◇「あきらめないで公立高校!!」大逆転コース◇ 
「開校以来 13連続 公立高校 普通科合格率 100%」を達成した技術で導きます。 

対象：通知簿合計（9教科）23～26の中学 3年生 

◇日本語力回復コース◇ 
全教科の学習の土台となる「言葉の力」を鍛え、各教科の学習がスムーズに進む 
ことを目的とする大好評のコースです。当校の合格実績の原動力となっています。 
対象：小学 5年生～高校 3年生 

   ＊小学生・中学生は、学校教科書に準拠した内容を盛り込むことも可能です。 

◆新型コロナウィルス感染防止対策◆ 
 生徒達・保護者様の理解と協力のもと、以下の 
とおり、感染防止対策に取り組んでいます。 

◇教室・座席配置  
「完全予約制システム」を活かし、「3密」を 
避けるため、来校生徒数を調整しています。 

◇換気  
3方向にある大きな窓を常に開放しつつ、４台

の空気清浄器を作動させています。 

◇ビニールカーテン 
各講師席前に設置し、飛沫を防止しています。 

◇マスク・手指消毒 
生徒達・講師陣に徹底しています。 

◇消毒 
机・椅子・ドアノブ・教材など生徒・講師の 
手が触れる箇所を入念に消毒しています。 

 

◇公立上位高校進学コース◇ 
弱点克服と得意分野強化で主要 5教科の実力アップを目指します。 
対象：加古川東・明石北・明石城西など各学区内上位高校を目指す中学 1～3年生 

 

 


