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安心して通っていただくために
秀英塾では、お子様が入室した時と退室した時に各親御さんあてに
「〇〇時〇〇分に入室しました」という安全メールを送信しております。
そのため、『うちの子、ちゃんと塾に行っているのかしら？』といった心配
や『塾に行ったふりをして、河川敷で花火をして遊んでいた』といったことは
起こりえません。ぜひご活用ください。

お子様の入退室時に
メールを自動送信

自分専用AI教材「atama+」
アタマプラスはAIが自分の気付いていない「苦手」を見つけ出し、一人
ひとりにぴったりな問題や講義動画を自動で選んでくれる “超”オーダーメ
イドの学習教材です。
成績が伸び悩んでしまう原因の多くは「過去の単元の理解不足」です。
そこで、AIが一人ひとりの「つまずきの根本要因」を特定し、過去の学
習範囲の分からないところまで戻って学習できる「自分専用カリキ
ュラム」を作ってくれます。基礎から応用まで、ステップバイステップ
で「わかる」「できる」ようになるまで導いてくれます。

• atama+は自宅学習でもお使いいただけます
• 毎週土曜日に、『学習状況＆アドバイス』を
メールでお送りします

• 塾だよりに『１ヶ月の成果』を同封します

AIによる自動学習システム

高校‧学習指導要領改訂
大学入試の必修科目

「情報」に完全対応！
今後プログラミングの成績は、

偏差値や進路に影響します。
今年度に高校１年生になる学年から、新しい学習指導要領による授業
がスタートし、「情報」ではプログラミングに関する内容が増えます。
そして、３年後の大学入試共通テスト(旧：センター試験)では、
「情報」が必修科目として「国語」や「数学」と同じ扱いになります。

秀英塾では４年前からその準備を進めており、気軽
にプログラミングを始められる独自のカリキュラムを用意しています。
今年度からは、通常授業と同じ時間帯でも受講できる
ようにいたします。

プログラミングが《勉強》になる前に、
《趣味》で気軽に始めてみませんか？

プログラミング教室…
６ページをご覧ください
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選択可能コース
コースによって学習教科やカリキュラムが異なりますので、ご注意ください。

プログラミング教室
６ページをご確認ください。

通常コース
『通常コース』では、通う曜日と時間帯を決めて通塾する形になります。週に通う回数に応じて月謝が変動
します。開講時間は、月・火・木・金曜の17:00〜18:20、18:30〜19:50、20:00〜
21:20からお選びください。

基本的に１コマの学習で国語→算数の2教科を行います。その他の教科（英語・理科・社会）や
学校宿題等の学習を希望される場合は申し出て下さい。
また、中学受験をお考えの方は通常コースを選択してください。論理力や思考力を強化する教材をご用意い
たします。

通常コース・カリキュラム

成長する思考力GTシリーズ（国語‧算数）
成長する思考力ＧＴシリーズ「国語」は、読解問題や表現問題を通じて、アクテ
ィブ・ラーニングの要である思考力、判断力、表現力を育てることを目的としてい
ます。
成長する思考力ＧＴシリーズ「算数」は、「知識を広げる」「観察する」「発見
する」「飛躍する」の４つの切り口から思考力、判断力、表現力を育てることを目
的としています。

タイピング練習
タイピング能力は、今後必要不可欠な能力になっていくことでしょう。
秀英塾においても、中学生以上で使用する「atama+」では、キーボードやタッチ
パネルによる文字入力が必須ですので、小学生のうちにタイピング練習を取り入れ
ております。
ローマ字が苦手なお子様は、まずローマ字の学習から始めます。そこから、キー
ボードのアルファベットの位置を覚え、最終的にはタッチタイピングができるよう
にトレーニングします。

フリータイムコース
『小学生・フリータイムコース』は、塾に初めて通うお子様向けの、好きな時間に勉強することが
できるコースです。
事前予約不要で、学校から帰ってすぐに来られるように、平日の月・火・木・金曜の15:00〜
18:00と早めの時間帯となっております。１日あたりの学習時間は３０分〜６０分の間で自由に選べます
（初めのうちは30分程度を目安にしてください）。対象は、小学３年生〜６年生です。
選択可能な教科は、「算数」のみです。

詳細な時間割・月謝等は
最終ページをご覧ください

小学生の方へ

小学生で大切なこと。それは以下の３つです。
（１）家庭学習の習慣をつける。
（２）勉強嫌いにさせない。
（３）学ぶ力（理解力、読解力、知識力、記憶力、論理力、集中力）をつける。

「学ぶ力」を身につける

算数
小学生‧フリータイムコース 8,000円

週１回 週２回 週３回 週４回
小学生‧通常 5,000円 8,000円 12,000円 16,000円
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選択可能なコース
プログラミング教室
６ページをご確認ください。

５教科総合& atama+英数コース
本コースでは、学校の授業進度に応じた復習を中心に行い、定期テストに向けて各自の学校のワークを進め
ます。自分の学習を自分らしく進めていけることを目指し、弱点となっている教科・単元が克服できるように
学習を進めていきます。また中3生は、中3+中1/2内容の弱点補強と入試問題演習で、五教科総合して入試で発
揮できる力を養っていきます。

主なカリキュラム

自分専用AI教材「atama+」
成績が伸び悩んでしまう原因の多くは「過去の単元の理解不足」です。
そこで、AIが一人ひとりの「つまずきの根本要因」を特定し、過去の学習範囲の
分からないところまで戻って学習できる「自分専用カリキュラム」を作
ってくれます。基礎から応用まで、ステップバイステップで「わかる」「できる」
ようになるまで導いてくれます。
秀英塾では塾宿題の代わりに、「atama+」を使った学習をご家庭で行っていた
だきます。
atama+ 理社オプション
月2,000円の追加料金で、atama+の理科・社会の学習が可能です。月ごとに受講有無が選べますので、長
期休暇や試験直前期にご活用ください。

英語音読トレーニング＆英単語テスト
英語の学習で一番重要なのが音読です。学校の授業ではごまかしが効く
かもしれませんが、秀英塾では教科書を使って定期的に確認します。
また英単語を習得することも音読と同じくらい重要です。秀英塾では英単語を覚
える習慣を身につけるため、塾に来たらまず英単語テストを行います。テスト範囲
は各教科書で使われている単語を、学校での進み具合に応じて事前に知らせるの
で、英単語は家で覚えてくるように心がけてください。

水曜日一斉授業（中３のみ）
自習ではどうしても補えない国語の作文や英作文の添削、全県模試や入試過去問
の解答解説を一斉授業で行います。

主なカリキュラム

英語 英作文基礎
単語力、文法力、話の構成力全てが試されるのが英作文です。自分では採点しづらく、どこが苦手なのかよ
くわからないという人も多いはずです。本講座では一人ひとり細かく採点し、的確なアドバイスをします。

国語 課題作文特訓
国語は時間配分が一番難しい教科です。特に課題作文は、対策をせずになんとなく取り組んでいませんか？
一斉指導で国語の時間配分を体に叩き込みましょう。

５教科 頻出問題特訓‧実践練習
入試では、数年前に出題されたのと同じような問題が、少しだけ変更されて出題されることがよくありま
す。どんな問題が出題されやすいか、またどこが変更されて出題されるかを徹底的に特訓します。

６月 ７月 ８月 ９月 １０月〜１月 ２月
英語長文対策
数学基礎力

英作文
国語作文

全県模試
振り返り特訓

頻出問題
特訓

全県模試
過去問解説

県立入試
過去問解説

中学生の方へ

詳細な時間割・月謝等は
最終ページをご覧ください

学年 対象教科 料金

中学生 理科（全範囲）
社会（地理・歴史・公民）

（対象教科すべて使えて）
＋2000円
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選択可能コース
コースによって学習教科やカリキュラムが異なりますので、ご注意ください。

プログラミング教室
６ページをご確認ください。

英数理総合& atama+英数コース
本コースでは、学校のカリキュラムに応じて、予習・復習を行います。定期テストへの対策として、amata+
を活用した予習と、学校課題への質問対応を中心に取り組みます。また高３生については、共通テスト対策や
２次試験対策として、過去問演習や試験別の対策問題にも取り組みます。

自分専用AI教材「atama+」
成績が伸び悩んでしまう原因の多くは「過去の単元の理解不足」です。
そこで、AIが一人ひとりの「つまずきの根本要因」を特定し、過去の学
習範囲の分からないところまで戻って学習できる「自分専用カリキ
ュラム」を作ってくれます。基礎から応用まで、ステップバイステップ
で「わかる」「できる」ようになるまで導いてくれます。
atama+ 理科オプション
月2,000円の追加料金で、atama+の理科の学習が可能です。月ごとに受
講有無が選べますので、長期休暇や試験直前期にご活用ください。

【AO‧推薦入試】志望理由書‧小論文‧面接対策
この数年AO入試や推薦入試などの合格枠が拡大し、従来の学力選抜では難しかった大
学に入学できる可能性が高まってきています。メリットの多いAO入試や推薦入試です
が、選抜方法の志望理由書・小論文・面接などは一見簡単そうに見えて、社会に対する広
くて深い知識が必要で、かつ客観的・論理的な表現力が求められるため、独力で対策を練
るのは困難です。
秀英塾では志望大学・学部に対応した、志望理由書・小論文の指導と添削や面接の指導
も行っています。

ご参考
秀英塾では、日本航空高等学校・通信制課程の学習支援センターとして、様々な事情で高校に通学するのが
困難な生徒さんをサポートしています。高校卒業資格が取得できます。
また、「高校卒業程度認定資格試験（旧：大検）」の支援コースも用意しています。
新高校1年生、高校の中退を考えている方、すでに高校を中退された方などお問い合わせください。

中高生のお得な制度
中間‧期末テスト対策
中間・期末テスト前の２週間は、通常授業を無料で追加できます。追加授業を活用してテスト前総
チェックや、わからないところは徹底的に質問し、万全の状態でテストに臨むことができます。
※週１回コースは２コマ、週２回コースは３コマ、週３回コースは４コマ追加可

自習室
土曜日のプログラミング教室の開講時に使用していない席を自習室として利用することができます。普段の
勉強や資格取得に向けた勉強などに活用してください。

高校生の方へ
大学‧短大‧専門学校への進学コース 詳細な時間割・月謝等は

最終ページをご覧ください

学年 対象科目 料金

高校生 物理・化学・生物
（いずれも基礎科目含む）

（対象科目すべて使えて）
＋2000円
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プログラミング教室

コース紹介
入会後は、以下のいずれかのコースを最初に受講していただきます。

【小学生向け】Scratchプログラミングコース（主な対象学年：小３〜小６）
簡単なゲームプログラムを作りながら、プログラミングの基礎を学びます。プログラミングをするときにパ
ソコンやタブレットを使いますので、これらの使い方についても身につくようなコースになっています。
ビジュアルプログラミング言語のScratch(スクラッチ)を使用します。
【中高生向け】脳トレ‧プログラミングコース（主な対象学年：小６〜高３＆大人）
プログラミングを通じて、論理的な思考力を身につけるコースです。
はじめにPython(パイソン)というプログラミング言語を学びます。文字でのプログラミングになるの
で、タッチタイピングの練習も行います。

上記コースの修了後、好きなコースを選択して受講することが可能です
（以下は主なコースの一覧です）

１．講師による対面での学習をいつでもサポート
最近では自宅でプログラミングを学習できるウェブサイトがありますが、予期しないトラブルに遭遇して
挫折することがよくあります。秀英プログラミング教室では常に講師が生徒をサポートするので、つまずい
たところを放置せずに、すぐ解決できるようになっています。
２．パソコンは1人1台。すぐに学び始まることができます。
プログラミングするためには、パソコンが必要不可欠です。ご家庭にパソコンがある場合でも、プログラ
ミングをするのには性能が足りずフリーズしてしまうということが起こります。
秀英プログラミング教室では、快適にプログラミングができるようにパソコンを用意しています。プログ
ラミングに必要なソフトウェアもインストール済みなので、すぐに学び始まることができます。
３．自分のペースで進めることができる完全個別指導。目指せ、コンテスト入賞！
秀英プログラミング教室は個人の習熟度に合わせて学習が進むため、わからないところはとことん学習す
ることができます。うまくプログラミングができるようになったら、コンテスト入賞を目指しましょう。
またコンピュータの仕組みをより深く理解するため、データベースやネットワークに関する講座も用意し
ています。ITの国家資格を取得するのも夢ではありません！

めざせ！ホワイトハッカー
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当教室で受験可能なオススメ資格・大会
【小学生向け】ジュニア‧プログラミング検定

1つの作品を完成させる実践的な試験内容です。
単にブロックの知識を問うのではなく、実際にScratchを使用してゲーム
など1つの作品を完成させる実践的な試験内容です。受験者は問題文や完成
例ムービーを参照しながら、制限時間内にプログラムを作りあげます。

4つのレベルごとに定めたScratchブロックの役割や
特徴を活用する力を評価します。
レベルごとに定めたScratchブロックの役割や特徴を理解したうえで、課
題のプログラムをつくれるかを評価します。
レベルはGold(1級)、Silver(2級)、Bronze(3級)、Entry(4級)の4級種を用
意しており、学習進度に合わせて段階的にチャレンジできます。

自由な発想でより良い作品をつくる
アレンジ問題を出題しています。
問題の指示通りに作品をつくった後は、自由に独自の発想を加え、かつ、
そのアイディアを説明する「アレンジ問題」を全級で出題しています。
問題の指示に従ってプログラムを作成するだけでなく、自由な発想や相手
に説明するスキルも評価します。

試験日程（当教室の場合）
第１回 ２０２２年 ６月２６日（日） １０：００〜１１：００
第２回 ２０２２年 ９月２５日（日） １０：００〜１１：００
第３回 ２０２２年１２月２５日（日） １０：００〜１１：００
第４回 ２０２３年 ３月２６日（日） １０：００〜１１：００
（上記以外の日程でも実施可能です。詳しくはお問い合わせください）

受験料
Entry(4級)…2,400円 Bronze（3級）…2,600円
Silver（2級）…2,800円 Gold（1級）…3,000円

【中高生向け】プログラミング能力検定

プログラミングの基礎となる知識を測るための試験です
順次処理、条件分岐、繰り返し、変数など、プログラミングの概念の理解度を体系的に分析・評価すること
で受検者のプログラミング能力を詳細に測り、それまでの学習成果を証明すると共にその後の効果的な学習
に繋げることができます。

試験日程
２０２２年 ６月検定 ６月１３日（月）〜 ６月１９日（日）
２０２２年 ９月検定 ９月 ５日（月）〜 ９月１１日（日）
２０２２年１１月検定 １１月１４日（月）〜１１月２０日（日）
（以降の試験日は未定です。受験日・時間は申込時に決定します）

受験料
レベル１…2,100円 レベル２…3,200円 レベル３…4,300円
レベル４…5,400円 レベル５…6,500円 レベル６…8,700円(いずれも税込)

【中高生向け】日本情報オリンピック(JOI)

問題の答えを出すこと自体ではなく、
答えを出すプログラムを作成する力を競います

情報オリンピックとは、高校２年生以下の生徒を対象に、毎年開催されている科学
オリンピックの１つ（他には数学オリンピックや化学グランプリなど）で、上位成績
者は国際大会にも出場できる大会です。出題される問題は、数学を用いた問題から学校の数学の試験とは異な
り、問題の答えを出すこと自体ではなく、答えを出すプログラムを作成する力を競います。

当教室から敢闘賞５名 女子限定大会の本戦出場１名（２０２１年度）
９月から始まる１次予選から１２月の２次予選まで、本大会に参加する方に向けて、教室を無料開放しま
す。また昨年から始まった女子限定大会では、本戦突破に向けてトレーニングしています。
参加料
無料
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時間割‧月謝等
通常クラス・時間割（通常期）

月謝
小学生‧フリータイムコース（月‧火‧木‧金 １５：００〜１８：００）

通常クラス

atama+ 追加オプション

《中3のみ》水曜日一斉授業
一斉授業のみの受講生…20,000円∕月 塾生（通常クラスの受講生）…10,000円∕月

プログラミング教室

《大人のプログラミング教室》チケット制(半年間有効) 4コマ(80分×4回)12,000円 10コマ(80分×10回)25,000円

月謝以外の費用
内容 金額 詳細
入塾金 0円 無料

維持管理費 月 2,000円
施設利用費(冷暖房＆加湿費)
印刷費 (プリント印刷費)
管理運営費（安全メール・塾だより発送費）
インターネット使用料

…500円
…500円
…500円
…500円

模試・検定費 試験による 富山全県模試やジュニア・プログラミング検定等の受験料は、
翌月に月謝とまとめてお支払いいただきます。

コマ数追加 別途ご案内 小学生…1,000円、中学生…1,500円、高校生…1,750円（1コマあたり）
家族割引制度
（兄弟姉妹）

１名追加ごとに
１割引

２名の場合 合計授業料×０．９
３名の場合 合計授業料×０．８

コース名 週１回 週２回 週３回 週４回 フリー
小学生 通常コース 5,000円 8,000円 12,000円 16,000円
中１‧２ ５教科総合&

atama+英数コース
14,000円 20,000円 26,000円 32,000円 38,000円

中３ 16,000円 22,000円 28,000円 34,000円 40,000円
高１‧２ 英数理総合&

atama+英数コース
17,000円 24,000円 31,000円 38,000円 45,000円

高３ 18,000円 25,000円 32,000円 39,000円 46,000円

月２回 月４回

小学生
通常 5,000円 8,000円
塾生 5,000円

中学生
高校生

通常 8,000円 12,000円
塾生 8,000円

※夏・冬・春休み期間は、15:30〜16:50のクラスを開講します
※下記以外の時間帯でも受講可能です。ご相談ください。

月 火 水 木 金 土
10:00〜11:20 日本航空 日本航空 日本航空 日本航空 プログラミング
15:30〜16:50 プログラミング
17:00〜18:20 塾

プログラミング
塾

プログラミング
塾

プログラミング
塾

プログラミングプログラミング

18:30〜19:50 塾
プログラミング

塾
プログラミング

中3一斉指導
（6月〜）

塾
プログラミング

塾
プログラミング

20:00〜21:20 塾
プログラミング

塾
プログラミング

中3一斉指導
（6月〜）

塾
プログラミング

塾
プログラミング

算数
小学生‧フリータイムコース 8,000円

学年 対象科目 料金

中学生 理科（全範囲）
社会（地理・歴史・公民）

（対象教科すべて使えて）
＋2000円

高校生 物理・化学・生物
（いずれも基礎科目含む）

（対象科目すべて使えて）
＋2000円


