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 小･中･高、完全１対１



募集要項 
 

 

入会金(税込)…￥１０．５００ 

★完全１対１(マンツーマン)                             

対象学年 小・中・高全学年･浪人生 

指導内容・科目 中・高・大受験指導、私立・公立学校準拠全科目 

募集人数 

◎小４、小５、小６･･･受験、非受験にかかわらず各□名 

◎中１、中２･･･各□名 

◎都立志望･中３･･･□名 ／ 私立志望･中３･･･□名 

◎内部進学中学生･･･□名 

◎高１、高２･･･受験、非受験にかかわらず各□名 

◎文系大学受験高３、浪人生･･･□名 

下記時間帯より先着順に選択 

月～土     60 分授業   ・ 午後３時～１０時  ・ 週２回以上 

月～土     80 分授業   ･  午後３時～１０時  ・ 週２回以上 

授業時間 

※学習日・時間・回数

は選択制です。 

月～土    120 分授業  ・  午後３時～１０時  ・ 週１回から 

 60 分授業・週２回／月  ８回…￥26.000、(税込) ￥27.300 

 週３回／月１２回…￥38.000、(税込) ￥39.900 

 ＊週４回以降 12.600 円(税込)ずつ加算されます。 

80 分授業・週１回／月  ４回…￥18.000、(税込) ￥18.900 

週２回／月  ８回…￥34.000、(税込) ￥35.700 

             ＊週３回以降 16.800 円(税込)ずつ加算されます。 

授業料(税込) 

※毎月の授業料です。

毎月第５週の授業該当

日は振替授業の予備日

となりますので授業は

有りません。 

＊月途中入会の授業料

は週割計算します。  

 

120 分授業・週１回／月  ４回…￥25.000、(税込) ￥26.250 

            週２回／月  ８回…￥49.000、(税込) ￥51.450 

           ＊週３回以降 25.200 円(税込)ずつ加算されます。 

教材費 
1 科目あたり年間￥2100(税込)。(＊｢英語の薬｣使用の場合は¥5500) 

※中学３年生受験指導は３科又は５科の選択 

志望校判定テスト代 

(中高受験学年必修) 

教室内で受験できる志望校判定テスト(税込¥3150)、高校受験の会場

テスト(新教育¥3500･進学研究会¥3800)、どちらかを選択できます。 

 

 



特色 
 

 

☆個別指導ではありません。完全 1 対 1。 

完全な 1対 1 の指導を通して確実に成果の上がる効果的な指導を実践しています。複

数の生徒を一人の講師が巡回して教える、いわゆる個別指導ではありません。生徒の考

えたり答えたりする様子を観察しながら一人一人に合った教え方をします。よって授業

時間に無駄が無く１回の授業ごとに学力・思考力は程度の差こそあれ確実に上昇します。

その積み重ねで大きく学力を伸ばします。 

 

 

 

☆家庭教師には無い組織的な指導 

授業形態は１対１であるがゆえに家庭教師と同じように見えますが、自宅ではなく教

室で授業を行うことにまず大きな意味が有ります。それが緊張感を生み馴れ合いを排除

します。さらに教室長がリアルタイムに全授業を監督し授業方針を指示します。 

京南学院は 24 年間、一斉指導、個別指導そして 1 対 1 の完全な個人指導等さまざま

な授業形態を研究しながら実践してきました。そして一番効果が有り自信を持って成

績･能力の向上を約束できるのは完全 1 対 1 の個人指導であるとの結論に達しました。

１対１の個人指導に塾･進学教室･予備校の利点を加えた理想的な教育形態を目指して

います。 

① 集団指導・個別指導、家庭教師単独での指導ではないので１回の授業時間に無駄が無い。 

② 生徒の能力･目的に合ったより良い主教材の選定、授業日ごとに理解度に合わせた補助教材

のプリント等を作成し家庭学習を補助。 

③ 学校テスト･入試前の一人一人の目標に合わせた試験対策・入試対策の実施。 

④ 豊富な資料(インターネットで受験情報を提供中)を基にした進学指導。 

⑤ 会場テストを含めた志望校判定テスト･学力テストの実施。 

⑥ 教室長が常に、リアルタイムに全生徒の授業をチェック。単なる１対１以上の成果。 

 

 

  

指指導導科科目目  

小学 算数・国語・理科・社会。  中学 英語・数学・国語・理科・社会。 

高校 英語・数学・現国・小論文・古文・日本史・政経・化学・物理。 

＊各科目とも担当教師の空き時間が埋まった場合募集停止となります。 



指導内容 
 

(短大･専門学校も含む) 

中･高･大受験……一人一人の目標別、現時点での能力別に主教材を選定し授業を行います。

中高受験生は志望校判定テストが必修です。履修科目は中学受験生は算･国必修、高校受験

生は３科又は都立５科目より選択、大学受験生は英必修となりそれ以外の科目は選択制で

す。指導内容は各生徒の志望に沿った個人別のカリキュラムを組み入試直前は過去問を中

心に必勝体勢に入ります。 

 

 

受験学年以下……生徒個人の能力、目的別に授業を進めます。理解が早ければ進度は学校

より早くなりますし苦手がある場合は前学年の内容に戻って教えます。現在の学習指導要

綱外の範囲も適時指導し学力･能力アップを図る授業を行います。授業科目は自由に選択で

きます。私立中から高、高から大への移行試験等にも対応します。学校成績の向上を図り

ながら評点･内申点アップと受験に対する基礎力の養成を目標とします。 

 

 

 

 
スタディ クリニック ( 通年制のコースではありません。) 

◎わからない単元ができた時、校内テストや入試前など必要な時だけ、必要な授業回数           

を予約し希望にそった授業が受けられます。授業は完全な 1対 1 指導です。 

◎予約申し込み日から１ヶ月後までの授業予約を受け付けています。原則として 1 授業 1

科目、予約回数は 1 回より受け付けております。 

(希望日時に空きが無い場合はご了承下さい。) 

          授業料……会員生徒……1回 80 分授業  ￥４．５００（卒業生含む） 

非会員生……1回 80 分授業  ￥５．０００ 

            予約      TEL０３－３８１９－７５４５ 

    受付時間……月～木、午後３：００～９：００ 

 

 

 
＊確実に英語力を身につけるＣＤ版英語問題集・「英語の薬」 

中学範囲用、高校範囲用・・・詳しくは http://www.interq.or.jp/japan/sdb/ 内に

見本、解説書等があります。 



会員生徒合格実績 
     

中学校     

芝 明大明治 明大中野 立教 学習院 

市川 江戸川取手 日大第二 日大豊山 日大第一 

郁文館 帝京 聖学院 和洋九段 女子聖学院 

安田学園 十文字 東京家政学院 東京女子学園 目白学園 

嘉悦女子 桜丘女子 京北 上野学園 滝野川女子 

共栄学園 駿台学園 日本橋女学館   

     

     

高等学校(私立）    

慶応義塾 早稲田高等学院 早稲田実業 学習院 巣鴨 

明治学院 豊島岡 獨協 法政第二 明大明治 

芝浦工大付属 日大鶴ヶ丘 共立女子 江戸川女子 國学院 

専修大松戸 日大第一 東海大高輪 城西大付属 専修大付属 

富士見ヶ丘 東京電大付属 文京女子大付 目白学園 大東文化第一 

帝京 日本学園 足立学園 郁文館 順天 

聖学院 駒込 駿台学園 安田学園 東洋女子 

嘉悦女子 渋谷女子 神田女学園 東洋 京華 

京北 淑徳 聖徳大学附属 淑徳学園 共栄学園 

潤徳女子 桜丘女子 滝野川学園 京華女子 日体大荏原 

日体大柏 正則学園 豊島学院 東京成徳 岩倉 

成立 修徳 豊南 関東第一 京華商業 

(国立）     

学芸大付属         

(都立)     

日比谷 小石川 白鴎 上野 文京 

豊島 江北 航空高専 工業高専 足立 

忍岡 竹台 工芸 足立西 青井 

淵江 日本橋 足立新田 南葛飾 小石川工業 

荒川工業 足立工業 王子工業 芝商業 赤坂商業 

市ヶ谷商業 赤羽商業 荒川商業 足立東 葛飾商業 



墨田工業 蔵前工業    

     

大学・短大・専門    

慶応・法 早稲田・商 中央･法 学習院･法 明治･法 

立教･経 明治学院･国 日大・商 東京電大・情環 東京家政大･文 

法政･経 日大･理･工･文 専修･経 芝浦工大･工 国士舘･法 

武蔵野美術・造 二松学舎・文 玉川・文 千葉工大･工 帝京･文 

文京女子大･人 武蔵・経 大正･人 城西･経 日本女子体･体 

東京女子医大・看専 洗足学園短大･幼 帝京短大･国 帝京平成短大･看  

     

太字 印は過去 4 年間の合格校（2004 年 3 月現在）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
●授業を欠席する場合はご連絡ください。原則として連絡のあった授業に限り第５週目の

振替予備日に授業を振り替えます。第５週に該当日が無い場合は生徒さんと相談の上、

他日に振替授業を行います。 
 
●試験前などで遅くまで勉強する場合は教室よりご自宅に電話連絡をします。 
 
●入会時には申込書のみ提出してください。初回授業日より１週間はキャンセルに応じま

す。初回納入金のお支払いは初回授業日の１週間後までになります。（詳しくは申込書

提出後郵送される「入会のお知らせ」に記載されています。） 
 
●授業料のお支払方法は月謝袋による直接のお支払いと、振込みによるお支払いがござい

ます。入会時にどちらかを選択してください。また、授業料は月単位で前払い制になっ

ております。月最終授業日に授業報告書と翌月の授業予定表を月謝袋に同封しお渡しし

ますので、翌月の授業料を毎月１０日までにお支払いくださるようお願い致します。 
 
●授業回数・時間・曜日などはご希望する日時に空きがある限り、月の変わり目より変更

可能です。 
 
●進学・学習相談は随時個人別に行っております。電話等であらかじめご予約ください。 
 
●問題に対する質問は営業時間内であれば直接あるいは電話にて自分の授業日以外でも受

け付けております。Fax・電子メールであれば２４時間受け付けております。 
 
●当教室は居住専用マンション内にありますので出入りは会員生徒とその保護者様に限ら

させていただきます。 
 
●自転車で通う場合は指定された駐輪場をご利用願います。 
 
 
 
 

入会にあたっての注意事項 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.interq.or.jp/japan/sdb/ 
 

 
 
 

〒１１６－０００１ 
東京都荒川区町屋１－１９－９ 

グローリア初穂３０１ 
京南学院 

ＴＥＬ（３８１９）７５４５ 

小･中･高、完全１対１


