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 2021 翔英  私国⽴中学受験   開講案内
「翔英ゼミ 私国⽴中学受験コース」は品川翔英⼩学校の放課後学習⽀援プログラムです。校内で

私国⽴中学受験合格を⽬指す進学塾【中学受験コース】を 2021 年 4 ⽉に新規開講いたします。
2021 年度は 3 年⽣を開講し、次年度以降順次 4年⽣以上の開講を予定しております。運営は、株
式会社 理究（どんちゃか・理英会、国大Ｑゼミ、パレット保育園などを運営）が担います。学校と連
携し、経験豊富なスタッフがきめ細かく指導にあたります。

◆翔英  中学受験    3   特徴 

◆4年間 合格作戦

学年 通塾⽇数 授業内容

3年 週 2⽇
受験⼊⾨ 3 つの⽬標:「考える⼒」「読み取る⼒」「まなぶ姿勢」
【算数】 ⽂章読み取り問題 数理センス・図形センスを⾼める問題
【国語】 ⽂章読解(精読型)物語⽂と説明⽂ 漢字とことばの知識

2021 年度
開講

4年 週 3⽇
4科⽬の授業で受験準備体制へ
基礎知識・基礎スキル・読解⼒・思考⼒を学ぶカリキュラム

2022 年度
開講予定

5年 週 4⽇
本格的受験体制へ 1週間の単元定着テストの実施
知識・スキル・受験思考⼒を⾝につける

2023 年度
開講予定

6年
前期

週5⽇ 志望校を意識した学習内容 ⽇曜ゼミ(選択制)の実施
2024 年度
開講予定6年

後期
週6⽇

志望校ランク別受験体制
国⼤Ｑゼミが総⼒でバックアップ

担任の先⽣⽅と定期的にお⼦様の情報を相互に交換・共有します。学習
内容、指導⽅法、進度(カリキュラム)を学校側と情報共有していきます。開
講⽇程、時間など学校の学事⽇程、⾏事予定などにあわせて開講します。

授業開始・終了時刻が⼀般的な塾よりも早く、⾼学年では1時間以上も早
く帰宅できます。通塾環境、体⼒消耗の不安なく、安全・安⼼の学習環境
を提供します。

授業料等は⼀般的な進学塾に⽐べ 2〜3割程度
安い費⽤設定となっております。
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◆少⼈数制
1 クラス 15 名程度の少⼈数制で⽣徒ひとりひとりを⼿厚くバックアップ

◆時間割(予定)
３年⽣ 国語 ⽔曜 15:45〜16:35 または 16︓50〜17︓40

算数 ⽊曜 15:50〜16:40
※教室使⽤は他の課外活動との関係上、変更となる場合がございますので予めご了承ください。最終決定し次第、ご連絡い
たします。
※国語の と は同じカリキュラムになります。どちらかの時間にのみご参加ください。あらかじめご参加いただく時間を確認
させていただきます。国語 にご参加の場合、授業終了が学校の⼀⻫帰宅時刻 17︓30 を過ぎるため⼩野の⼦の利⽤が
必須（お迎え or バス）となります。

◆授業料 教材費    費 ※料⾦はすべて税込表記となっております

①⽉額授業料（2科⽬）

※1. ⽉により授業の開講週数が異なります。詳細は別途予定をご案内いたします。
※2. 「⼩野の⼦利⽤⽣」＝受講当⽇(全⽇程)に「⼩野の⼦クラブ」を利⽤される⽅が対象となります。
②⽉額教材費

※テキスト、プリントなど全ての教材・教具を含みます。
※年間を通して同額、8 ⽉分の請求はございません。
③   費

※各種費⽤の引き落とし⼿数料、振込⼿数料は保護者負担となります。

◆講習（春期 夏期 冬期）
年間カリキュラムのため必修受講となります
※⽇程は品川翔英⼩学校の⻑期休校期間（春・夏・冬休み）に合わせて開講予定です。
※⽇時・受講料は予定が決まり次第お知らせいたします。

◆翔英   標準    
■国語「ことばの学校」 「多読型学習」で、「読む速さアップ」「語彙⼒強化」に効果的
■算数「さんすう教室」 「個別進度学習」で、「計算⼒アップ」「習った範囲の復習」に効果的
■英語「YOM-TOX」 「多聴・多読」で、「英検対策」「リスニング」「⻑⽂読解」に効果的
タブレット型個別進度学習との並⾏受講で基礎学⼒を固めます
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◆講師紹介

◆     質問
Ｑ. 宿題はどのくらい出ますか︖
Ａ. 中学受験コース(3 年⽣)の宿題(家庭学習課題)は、算数、国語合わせて毎⽇ 30 分〜60 分を⽬安と

して出題します。但し、個⼈のスケジュールに合わせて調整は可能ですので、担当にご相談ください。
(回答︓益⽥)

Ｑ. 学校が「午前授業」の時は、どうなりますか︖
Ａ. 学校の⾏事、予定に合わせて、「授業時間の繰り上げ」など柔軟に対応します。(回答︓事務局)

◆保護者説明会 4⽉無料体験授業

益⽥和典 横浜国⽴⼤学卒(開成中⾼卒)
30 年超に渡り、御三家を始め難関校に多数の合格者を送り出している国⼤Ｑゼミのエース講師、
かつカリキュラム開発者。丁寧さと情熱をモットーに指導します。

須藤孝⾏ 横浜国⽴⼤学卒
中学受験国語指導歴 30 年超の国語指導のエキスパート、かつ「ことばの学校」開発者。国語⼒を
伸ばす具体的メソッドで指導します。

植松秀也 横浜国⽴⼤学⼤学院卒
中学受験理系指導歴 30 年超かつ「合格」へのカリキュラム全体を統括。個に対応したプログラムを
提供し指導します。

鈴⽊賢 慶應義塾⼤学卒
翔英ゼミ事務局責任者。⼩１⽣〜⾼３⽣までを幅広く学習指導できるエキスパート。個別学習等
も含めて事務局よりサポートします。

荒屋剛志 横浜国⽴⼤学卒
国⼤Ｑゼミ統括者、中学受験から⼤学受験まで受験・教育全般にわたりセミナー開催やブログの発
信。⼦どもの意欲を引き出す授業をモットーに全科⽬を指導します。

4/12(⽉) 学年保護者会(3 年⽣)終了後に実施 （16︓00〜16︓30 の予定）
会場︓品川翔英⼩学校 講堂

1.中学受験情報 「教育改⾰の中で、今年度の中学受験はどう変わったか」
2.指導⽅針及び学習内容 本コースの「志望校合格作戦」
3.教材展⽰、説明 実際に使⽤する教材を⼿に取ってご覧いただけます
※学年保護者会後実施いたいますので申込不要です。そのまま講堂でお待ちください。

4/14(⽔)〜5/6(⽊) 全 6回
【国語】⽔曜 15:45〜16:35 または 16︓50〜17︓40／【算数】⽊曜 15:50〜16:40
□教材費含め⼀切の費⽤はかかりません。
□部分参加、途中からの参加も可能です。
□定員 15 名(定員になり次第、締め切りとさせていただきます)
※春期講習(⼩ 3中学受験コース)を受講された⽅も引き続き受講願います。(春期講習と内容は異なります)
なお、費⽤は無料となります。

※国語の と は同じカリキュラムになります。どちらかの時間にのみご参加ください。また、あらかじめご参加いただく時間を
確認させていただきます。国語 にご参加の場合、授業終了が学校の⼀⻫帰宅時刻 17︓30 を過ぎるため⼩野の⼦
必須（お迎え or バス必須）となりますので予めご了承ください。
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◆ 申込   ⼿続     
● 5⽉ｽﾀｰﾄ⼊会申込（本申込）  申込専⽤Ｗｅｂ     
申込      

≪   予約.com  初   利⽤   ⽅≫
新規会員登録の⽅はこちらより、初期登録をお願いいたします。
初期登録が完了しましたら、まなび予約.com に    のうえ申込⼿続きをお願いいたします。
※⼩野 ⼦     登録       ⽅  ＩＤ ＰＷ     使⽤       
※以前       理英会時  登録       ⽅ ＩＤ ＰＷ     使⽤        場
合    翔英    申込      場合        申込  出来  場合  ⼿数    
      私⽴⼩        本部事務    0800-800-1149    問 合       

 ⼊会書類 提出  翔英       ⼩野 ⼦       提出    事務局 郵送
※翔英ゼミに初めて参加される⽅や冬期講習にのみ参加された⽅は⼊会書類をご提出いただきます
※すでに通常の翔英ゼミにご参加されている⽅の再提出は不要です

●5/12(⽔)授業    (15:45〜16:35) 教材配布 授業         

◆ 問 合  先◆
＊翔英   関  各種 問 合  
運営法⼈ 株式会社 理究 TEL︓０８００－８００－１１４９ FAX︓０４５－４６１－６５４１

（⽉）〜（⾦）10時〜16時

＊翔英   担当  相談   場合
運営法⼈ 株式会社 理究 翔英ゼミ専⽤コミュニケーションメール メールアドレス shoeizemi@riq.co.jp

＊⼩野 ⼦    利⽤ 関   問 合  
⼩野の⼦クラブ TEL︓０８０-９１８２-９０２３ FAX︓０３-３７７４-１１６５

（FAX は⼩学校職員室 FAX をお借りします。）

＊   予約 利⽤⽅法 利⽤料引 落     他  問 合  
運営法⼈ 株式会社 理究 TEL︓０８００－８００－１１４９ FAX︓０４５－４６１－６５４１

（⽉）〜（⾦）10時〜18時

【5 ⽉スタート】 申込受付期間︓ 4⽉ 15⽇(⽊)11:00〜4⽉ 30⽇(⾦)17:00

■コースの選択 「私⽴⼩アフタースクール」
■エリアの選択 「選択なし」
■校舎の選択 「品川翔英⼩学校」

をそれぞれご選択ください


