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ご案内

創研学院は中学受験を志し、日々自らの学力向上に努める子どもたちのために設立されました。

設立に際して、私たち講師陣、スタッフは、長年の受験指導経験上、従来の受験生、そのご家族、さら

には進学塾自身が陥りやすい３つの問題点を解決し、子どもたちの立場に立った真摯な指導を目指し、

実践していくことを方針に掲げました。

【 合格後を視野に入れ、自ら[考え][学び][創造]１】

していく能力を育てる。

受験生にとっては、つい「志望校合格」が唯一無二の目標であるかのような錯覚に陥り、合格と同

時に自らの目標を失い、肝心の進学後に「抜け殻症候群」的な生徒に成りかねない危険性をはらんで

います。

「教えられ、指図されるままに」学んでゆくだけの生徒には育てたくない……

では……同じ を目標に置きつつ、創研学院 「志望校１００％合格」

子ども自身が を受験指導の中から習得できる、「自ら考え、学び、創造していく能力」

そんな創研生を育てていきます。受験をクリアした後の中学・高校・大学……そして社会人となって

自ら飛躍していける力を持たせたいと考えています。

【２】合格点を追求することで、満点を追求する丸暗記を
避け、ムダを徹底的に排除する。

とかく受験生は、あれもマスターしておかねば… これもできなくては…と１００点満点をとるた

めに悪戦苦闘し、またそれがために不安材料を広げていきます。

しかし実際には、一定の点数をとりさえすれば、難なく合格を勝ち取ることができるのです。

では…… を掲げ、合格点を追求します。そして、いたずらにあれもこれもで創研学院 「合格主義」

なく、受験に出る分野を抽出し、その完全習得を目指した指導を行うことで限られた子どもたちの時

間を効率よく使います。

【３】合格に向けた最高の授業を日々追求しています。

の講師は、皆各教科の専門知識に富んだ教科専任制です。創研学院

また、使うテキストもそれぞれの専任講師が作成した内容です。日々の授業での生徒の反応、つまず

きを熟知しているからこそ、ムダのない、そして受験に必要な項目に絞った が作られ最高のテキスト

。 、 。ています 創研学院にとって まさにこの講師陣とテキストによって生み出される なのです授業が宝

子どもたちは によって、合格に一歩一歩近づいていきま授業で理解、自習で定着（復習）の繰り返し

す。カリキュラムの１コマ１コマに講師の、そして生徒の合格に向けた熱い思いが凝縮されているの

です。
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【ジュニアコース 対象：小１～小４】
※小３生は中学受験コースと選択することができます。

◇会 費－6,600円（３日間）

◇室 生－6,600円（３日間）

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

休校 授業 授業 授業休講 休講 休講 休講 休講

時間帯 10:00～11:00

【中学受験コース 小３】
◇会 費－3,300円

◇室 生－3,300円

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

授業 授業 授業 授業 休校 休講 休講 休講休講

時間帯 13:00～14:35
(テスト 1/7（金） 10:30～12:00)

【中学受験コース 小４】
◇会 費－33,000円

◇室 生－29,700円

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

授業 授業 授業 授業 休校 授業 授業 授業休講

時間帯 10:00～12:25
(テスト 1/7（金） 10:30～12:40)



－ －4

【中学受験コース 小５】
◇会 費－66,000円

◇室 生－62,700円

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

授業 授業 授業 授業 休校 授業 授業 授業休講

時間帯 13:00～18:05
(テスト 1/7（金） 13:00～16:00)

【中学受験コース 小６】

◇会 費－232,100円
※６年生会費には冬期講習会費と2月受験終了までの授業料が含まれています。

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

授業 授業 授業 授業 休校 授業 授業 授業冬期 特別特訓

時間帯 10:00～21:00
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【実力練成コース 小５】
◇会 費－9,900円

◇室 生－9,900円

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

休講 休講 休講 休講授業 授業 授業 授業 休校

時間帯 10:50～12:25

内容 算数・国語

【実力練成コース 小６】

◇会 費－9,900円

◇室 生－9,900円

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

授業 休校 授業 授業 授業休講 休講 休講 休講

時間帯 10:50～12:25

内容 数学・英語
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【高校受験コース 中１】
◇会 費－26,400円

◇室 生－23,100円

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

休講 休講 休講 休講授業 授業 授業 授業 休校

時間帯 18:35～21:00
内容 英語・数学

【高校受験コース 中２】
◇会 費－26,400円

◇室 生－23,100円

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

授業 授業 休校 授業 授業 休講休講 休講 休講

時間帯 18:35～21:00
内容 英語・数学

【高校受験コース 中３】
【５科目生・３科目生とも】◇会 費－106,700円

１２ 月 １ 月

２０(月) ２５(土) ２６(日) ２７(月) ２８(火) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４(火) ５(水) ６(木)～ ～

授業 授業 授業 授業 休校 授業 授業 授業冬期 特別特訓

時間帯 10：00～21：00
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【個別指導コース】
【小・中・高校生対象】

１２ 月 １ 月

２０(月) ２９(水) ３０(木) ３(月) ４（火) ～～ ～

授 業 休校 授 業

時間帯 １限目 １７：００～１８：３０

２限目 １８：３０～２０：００

３限目 ２０：００～２１：３０

【講師１：生徒３～４人】宿題フォロー・補習がメインのコース●補習コース
学年 週1コマ 週2コマ 週3コマ 週4コマ

13,200円 26,400円 38,500円 39,600円小学４・５年生

中学１・２年生

14， 300円 28,600円 41,800円 55,000円小学６年生

中学３年生

15,400円 30,800円 45,100円 59,400円高校１・２年生

16,500円 33,000円 48,400円 63,800円高校３年生

【講師１：生徒２人】受験に向けての指導を行うコース●受験コース
学年 週1コマ 週2コマ 週3コマ 週4コマ

17,600円 34,100円 51,700円 68,200円小学４・５年生

中学１・２年生

18,700円 36,300円 55,000円 72,600円小学６年生

中学３年生

19,800円 38,500円 58,300円 77,000円高校１・２年生

20,900円 40,700円 61,600円 81,400円高校３年生

※５コマ以上ご希望される方はご相談ください。

※別途教材費が必要の場合がございます。

【卒生専用Ｇコース】

講習期間中に個別指導にて対応させていただきます。別紙の登録用紙を

ご記入いただきご提出ください。
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申し込み方法

外部生１

〈外部生お申込み〉

①季節講習申込書を各校舎にご提出ください。

②会費はご家庭にお送りします「郵便払込書」により所定の期日までに、お近くの郵便局にてお

振り込みください。

※一旦納入された会費は一切お返しできませんのでご了承ください。

２ 室生

〈室生お申込み〉

①室生は自動登録となります。参加されない場合は各校舎に期日までにお申し出ください。
②会費は銀行口座からの引き落としとさせていただきます。

※一旦納入された会費は一切お返しできませんのでご了承ください。



－ －9

冬期講習受講にあたって

１ お持ち物

※授業用と家庭学習用がわかるようにしてください。ノート ノートはＢ５版のもの 科目数×２冊

授業用ノート → 授業で使います。

家庭学習用ノート → 家庭学習で使う提出用(宿題用)のノートです。

鉛筆 消しゴム 赤ペン 定規筆記用具

講習会の初日にお渡しいたします。テキスト

２ 禁止事項(お子様にお伝えください。)

机・壁に落書きをしてはいけません。①

お菓子・スナック類は持参してはいけません。②
他の生徒に迷惑を掛けないようにしましょう。③

３ 保護者の方へ

お子様の健康管理を充分にしてあげてください。①
お子様の体調が悪いときはゆっくり休ませてください。無理は禁物です。

遅刻・欠席の場合は各校舎にご連絡ください。②

持ち物には記名してください。③
６年生は受講時間が長くなりますので、途中で軽い食事をとって④

いただくこともできます。

但し、パン、お弁当、おにぎり類に限ります。お菓子は禁止です。
車での送り迎えの場合は、近隣のご迷惑にならないようご注意ください。⑤

尚、駐車場はございませんので予めご了承ください。

⑥お子様が家庭に電話連絡をされる場合は、１０円玉数枚を持たせてください。





　　


