
 

2月27日(月)開講 

2 時限（コマ）を特別費用にて 
日時：先着順にて個別対応 教科：裏面より自由選択 
＊いずれもお電話か E メールにてご相談ください。 
＊ホームページのお申込フォーム（右下 QR コード）もご利用ください。 
費用：新高校 1～3 年 2,500 円（7０分×2 時限） 

新中学 1～3 年 2,000 円（7０分×2 時限） 
新小学 4～6 年 1,500 円（6０分×2 時限） 

＊カウンセリングの時間をお持ちいたします。 
＊ご来校時に左下クーポンをご提示ください。 

▲同時募集▲ 
新中学 1 年生 
中学準備コース
英語・数学(算数)・国語より選択 

△短期集中開講△ 

▲体験入学受付中▲ 
▲新規開講▲ 

新小学5～6年生 
英語トレーニング 
△通年コース△ 

ウィルスタディ 検索 

先着順申込受付中 

特設ホームページをご覧ください。 

▲メッセージ ～輝く未来のために～▲ 
教育は時代を反映します。今後ますます多様化し国際化する社会の中で、明るい未来を切り拓く子供達のために真の 

教育が急務であり、それぞれの目標・性格・力に合わせた学習指導が必要不可欠です。 
大手進学塾において、数千名にも上る生徒達と触れ合い、共に中学・高校・大学受験にチャレンジしてきた長い経験 

を通して辿り着いたのが、「自立型個別学習」への思案でした。 
2008 年に「自立学習空間」WILL STUDY ウィルスタディ を開校以来、多数の生徒達の着実な成績向上と、第一志望 

校合格を果たした生徒達や保護者様の嬉しい笑顔を見守って参りました。保護者様のご相談には、自分自身も子を持つ 
親である経験も合わせて親身になってお話をさせていただいております。生徒達が生涯を通じて役立つ「自立学習」の 
習慣を身につけることにより、将来、激動する社会の中においても自分自身で物事を捉え、考え、決断し、行動できる 
人間に成長することを切に願っています。 

WILL STUDY で学んでみたくなった小中高校生、そして、お子様の未来を真剣にお考えの保護者様、どうぞご連絡 
ください。心よりお待ちいたしております。 代表 田中 武 

明石市東野町1917-1マニーフィコ&アルファ－209号  

TEL 078-277-2883 （受付時間 9：00～16：00 22：30～23：00） 

ホームページ http://willstudy.net/   E メール willstudy@ac.auone-net.jp   

地域密着型「小さな総合学習塾」 

▲学年末テスト対策実施中▲ 

＊インスタグラム・フェイスブックも始めました。どうぞご覧ください。 



★メインシステム★ 

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定期テスト対策、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。 

◇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。   

対象：新高校 3年生   ＊詳細は、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

◆新高校 1～3年生◆ 
英文法・英文読解・数学Ⅰ・数学 A・数学Ⅱ・数学 B・現代文・ 
現代の国語・古文・言語文化・漢文・物理・生物・化学・ 
世界史・日本史・現代社会・地理総合・歴史総合より自由選択 
＊新 1年生は、「英・数・国」のみ選択可能です。 

◇ハイレベル◇ 
戦略的かつ効率的な「英語国語先行主義」で、一般入試に 
よる人気難関私立大学文系学部への進学を目指します。 

◇スタンダード◇ 
一般入試で通用する学力を着実に身につけながら、私立中 
堅大学文系学部への進学を目指します。 

◇ベーシック◇  
基本の学習能力を培うとともに、苦手教科は何学年でも遡 
って復習し、学習意欲を回復し、学習習慣を身につけます。 

◆新小学 4～6年生◆ 
＊英語（新 5～6年）・算数・国語・理科・社会より自由選択 

◇ハイレベル◇ 
時には教科書内容を超えた内容にもチャレンジし、高度な 
学習を行います。 

◇スタンダード◇ 
教科書内容の徹底理解を目指し、公立中学での成績上位・ 
中堅から公立上位・中堅高校進学への土台を作ります。 

◇ベーシック◇ 
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。学習習慣を身につけることによって、現学年の 
学習をするために必要な土台を築きます。 

 

 

 

 

 

◆新中学 1～3年生◆ 
内申点アップ・入試本番での得点アップをバランス良く 
目指します。 

＊英語・数学・国語・理科・社会より自由選択 
◇ハイレベル◇ 
教科書内容を超えた高度な学習内容にも挑戦、真の学力を 
つけるため、名実ともにハイレベルな内容で鍛えます。 

◇スタンダード◇ 
教科書内容の徹底理解を目指し、公立中学での成績上位・ 
中堅から公立上位・中堅高校進学への土台を作ります。 

◇ベーシック◇ 
基本の学習能力を培うとともに、苦手分野は何学年でも 
遡って学習意欲を回復し、学習習慣を身につけます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲時間割（自由選択制）2月 27日（月）～  

小学生（60分）  中学生・高校生（70分） 月 火 木 金 
16：45～17：45 16：40～17：50 〇 〇 〇 〇 
18：05～19：05 18：00～19：10 △ 〇 〇 △ 
19：35～20：35 19：30～20：40 △◇ △◇ △◇ △◇ 
20：55～21：55 20：50～22：00 △◇ △◇ △◇ △◇ 

▲教科（科目）・費用（月額・消費税込） 

  
 
 
 

 
 

△入学金 11,000円  △諸費（月額） 一律 2,200円 ＊システム使用料・冷暖房費に充当されます。 
△教材費（実費） ＊学年・教科（科目）により異なりますが、1教科（科目）あたり年間 2,000～3,000円程度です。 
＊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。 
＊いずれのコースにも上記の費用が適用されます。7時限/週以上につきましてはお問い合わせください。 

 1時限/週×４週 2時限/週×４週 3時限/週×４週 4時限/週×４週 5時限/週×４週 6時限/週×４週 
新小学 4～6年 5,280円 10,560円 15,040円 19,000円 22,440円 25,340円 
新中学 1～3年 7,700円 15,400円 21,940円 27,720円 32,720円 36,960円 
新高校 1～２年 9,240円 18,480円 26,000円 33,260円 39,270円 44,350円 
新高校３年 10,780円 21,560円 30,720円 38,800円 45,810円 51,740円 

▲合格者 喜びの声▲ 
△高校受験△ 
△入試特訓が始まって最初はこのままで本当に大丈夫なのかなと思っていたけど、だんだん慣れてきて点数もとれるようになりました。[明石北] 
△「公立高校に行けない。」と言われていた僕が明石高校に合格できたのは、本当にこの塾のおかげだと思っています。[明石] 
△この塾に通って、「勉強は、自分のためにやっているんだ。」ということを学びました。この塾へ来て成長できて本当に良かったです。[明石] 
△学校授業についていけませんでしたが、この塾では自分に合ったやり方でできたし、授業にもついていけるようになりました。[明石城西] 
△入ってからすぐに良い結果が出て、とても嬉しかったから、苦手だった勉強も自分から進んですることができました。[明石西] 
△無理だと思っていた公立に合格することができました。私を見捨てることなく最後まで優しく丁寧にご指導いただき、感謝しています。[明石商業] 
△大学受験△ 
△一番の勝因は、1 年次から徹底的に英語力を磨き、"勝負教科"にすることができたことです。自信を持って入試に挑み合格できました。[同志社] 
△受験までに残された時間がない私のために最適な方法を一緒に考えてくださり、流されず自分のペースで勉強できました。[関西学院] 
△必須勉強量の膨大さに圧倒されたのですが、ここにくる度に「やろう!!」と思うことができ、努力し続けることができました。[関西] 
△最後まであきらめずにこの塾に通い続け懸命に勉強したことが、高校受験、そして大学受験の合格に繋がったのだと思えます。[武庫川女子] 
△「第一志望の大学に行こう!!」という一言にやる気が出たのを今でも覚えています。僕に先生は手を差し伸べてくださいました。[大阪体育] 
△ここでは、自分の進路に合った勉強を自分のペースででき、このシステムは周りの勉強のペースに合わせる集団授業が好きではない私にとても合っていました。 [関西学院] 
△大手とは違い生徒の数が多くないので、先生が一人一人に親身に接してくださり、進路についても多くのアドバイスをくださるところは、大きな魅力だと思います。 [神戸女学院] 
△最後まで戦略を練ってくださり、特に苦手だった国語は 1 年前には考えられなかった程、成長できました。また、得意教科向上のためにも対策を考えてくださいました。[同志社] 
△保護者様△ 
△丁寧な個別指導と静かな環境が娘に合っていたようで、少しずつよい点数をとれるようになりました。良い先生にめぐり会えたことに感謝しています。 
△入試前日に子育ての先輩、田中先生から親へのメッセージ。心の支えとなり安心できました。親子の心のコントロールも本気で気に留めてくれる塾はそうそう無いと感じました。 
△先生から就職までを含めて考えた資料を何回となくいただき、志望校を決定するのに非常に助かりました。積み重ねの努力の大切さを教えていただいたと思います。 
△親として受験生の娘にしてやれることは限られていますが、よい塾を選んでやれたことが何よりよかったと思います。心から感謝しております。 
△「このままでは公立高校は無理。」といわれ、ウィルスタディへ入塾しました。通い初めて数か月でその成果が現れてきました。 
△行きたかった高校は、行く高校になりました。息子に、「やる気」を与えてくださりありがとうございました。 
 

左表の○・△印よりご希望の曜日・時間をご自由にお選びください。 
高校科の数学・理科・社会は、原則的に◇印のみ受付可能です。 
（但し、各時間帯とも満席になり次第、受付締切となります。） 
＊△印は現メンバー（＝学内生）の予約により、すでに空席わずかとなっています。 
＊事前連絡（原則、前日まで）がある場合は、振替（1回のみ）が可能です。 
＊定期テスト直前・入試直前などは、水・土・日曜日にもトレーニングを実施します。 

＊これらはほんの一部分です。 
＊ホームページにはそれぞれの全文を
出身校入りで掲載しています。 

◆新中学 1 年生準備コース◆ 
3月から始まる中学校学習内容にスムーズに進め
るように、小学校学習内容の復習（穴埋め）と予
習（先き取り学習）に取り組みます。 
 
◇教科 英語・数学（算数）・国語より選択 

◇期間 2月 13日（月）～25日（土） 
＊1コマ 60分です。 

◇日時 ご自由にお選びいただけます。 
＊ご予約可能日時は、お問い合わせください。 

◇費用 1コマ 1,320円×ご希望コマ数 
＊3月からのご入学手続きが完了された方は、 

    1コマ 1,200円となります。 
＊いずれも消費税込の表示です。 

 

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。 

2012～23 年度 大学入試 合格実績（全て現役） 
同志社大学…経済学部・社会学部社会福祉学科・商学部・文学部英文学科・文学部文化史学科 
関西学院大学…経済学部・総合政策学部・人間福祉学部・法学部法律学科・ 

文学部英文学科・文学部総合心理科学科・文学部文化歴史学科 
関西大学…社会学部社会学専攻・社会学部心理学専攻 甲南大学…文学部・法学部 
武庫川女子大学…生活環境学部メディア情報学科・文学部英語文化学科・文学部心理社会福祉学科 
神戸女学院大学…人間科学部心理行動科学科・文学部英文学科 

その他…ホームページの《合格実績》をご覧ください。   ＊2023年 2月 1日時点 
＊ホームページには、高校・大学合格者と保護者様の《喜びの声》も掲載されています。 

2009～22 年度 高校入試 合格実績 
明石北高校、明石城西高校、明石高校、明石西高校、明石清水高校、舞子高校（全て普通科） 

国立明石高専・電気情報工学科、明石西高校・国際人間科、神戸市立葺合高校・国際
科、神戸商業高校、明石商業高校、東播工業高校、淡路高校、啓明学院高校 

 


