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無料通塾バスの運行 学研精華台校・高の原校から「梅美台・州見台方面」「木津川台方面」に無料通塾バスを運行しております。
該当地域で通塾バスの利用をご希望される場合はお申し込み時にお伝え下さい。
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TEL.0774-98-3676
高の原校
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午後1：30～午後7：00受付時間 （日・祝除く）
お気軽にお問い合わせ下さい。

立志館進学教室
一人ひとりを大きく伸ばす

http://www.riss-co.com
インターネットでの資料請求・お問い合わせも可能です。

検 索立志館進学教室

りす・コミュニティ

加茂駅前校
TEL.0774-76-8444
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加茂駅前校

木幡校
TEL.0774-31-6555

安心して通える学習塾とは？
最低15時間以上の

定期テスト対策補習
内申点を確保するために当教室では各学校の定期テス
ト１～２週間前からテスト対策授業を行います。また
テスト直前の土曜日・日曜日には１教科あたり最低３
時間以上の補習授業を行います。この補習授業では各
学校の定期テストに合わせて作成した専用プリントで
演習を行います。

無料

5教科
まるごと 弱点把握のため、

講師が宿題の丸付けを実施
小学生非受験クラス及び中学
生の基礎クラスでは、宿題や授
業中の演習問題に関しては授業
担当講師が採点・添削を行い、
初期段階での弱点把握及びそ
の修正を迅速に行います。

自習室を解放します
自宅学習では様々な要因から能
率が悪い生徒に対応するため、
当教室では空き教室を自習室と
して解放しています。また、講師
の空き時間がある場合は自習室
に出向き、積極的に質問を受け
付けます。

保護者の皆様にご安心頂くために
立志館進学教室では保護者の皆様に安心してお子様をお任せ頂けるよう、様々な取り組みを行っております。

残念な事ながら同じ授業を行っても生徒ひとりひとりの
状況に応じて習熟度は異なります。理解度・定着度が芳し
くない場合は生徒と相談の上、授業のない時に補習を行
い、躓いている部分を早期に修正します。

習熟度に合わせて
随時補習・補講を行います

的確かつ最新の進学情報を
随時提供いたします
「彼を知り己を知れば百戦して殆うからず 」この言葉は受験
にも当てはまります。当教室では、公立高校は元より近畿圏
ほぼ全ての私立中高の詳細なデータが蓄積されています。こ
のデータと講師の経験から、成績面だけでなく生徒ひとりひ
とりの性格や希望に応じた学校を紹介していきます。

●個別懇談会の実施
塾側から保護者の方へ個別懇談会を原則、非受験学年
では年３回、受験学年では年４回お願いしております。
この懇談会ではお子様の塾での様子や学習状況、今後
の課題やそれをクリアするのに必要な時間等を具体
的にお伝えいたします。

●入試報告会・学校説明会の実施
各学校の最新状況や入試制度をい
ち早くお伝えするために、当教室
では入試報告会や学校説明会を独
自に開催しております。各中学・高
校の入試担当者より入手したリア
ルな情報をお伝えしています。

●入退室配信システムの完備 ●授業内容開示サービス
授業の内容・進度・宿題等をその日のうちに内部生専用
HPに公開します。欠席時や授業の復習を行いたいとき、
パソコンやスマホからすぐにアクセスすることが出来
ます。（3月開始予定）   

●塾内新聞（月間予定表）の発行
次月の行事予定や模擬試験のご案内、各教室の様子や講
師紹介等を記載した塾内新聞（月間予定表）を、毎月１回
ご自宅に送付しております。

一人ひとりの学力に合わせた学習フォロー

小学生・中学生

基礎クラス

当教室の特徴
立志館進学教室

無 料 補 習

立志館進学教室からのお知らせ
山田太郎さんが16時45分に

入室されました。

当教室では全校に入退室状況を記録する入退室管理
システムを導入しております。またこのシステムで記
録された情報をお持ちの携帯・PCに転送することが
できますので、通塾状況をリアルタイムで把握して頂
くことが可能です。

中１生コースの目標 中2生コースの目標 中3生コースの目標

１学期から夏期講習にかけて随時小学校内
容の確認と不足部分の補充を行います。

小学校学習内容の確認・定着

定期テスト対策・小テストの実施等を利用し
て暗記方法の確立・計算式の書き方等を定
着させます。

学習姿勢の確立

授業中の雑談等を利用して「勉強が将来度
のようなことに役立つのか」「学力（学歴）の
持つ意味」等を伝えます。

学習することの意味を理解する

学習内容が難化する１学期後半から２学期
前半にかけて演習量を増やすことで「暗記・
馴れ」の学習から「理論・思考」の学習方法
に徐々に移行します。

知識中心の勉強から
思考中心の勉強への移行

定期テストの得点が安定している生徒から
入試レベルの問題にチャレンジします。

学校内申から
模試偏差への重心移動

具体的な職業や大学・高校を例示し、そこに
到達するには何が必要かを伝えます。

自分の将来に
具体的な目標を設定する

様々な学校情報を開示することで高校への
興味をかき立て、夏休み中には第一志望校
を決定します。

志望校（希望校）を早期に決定する

２学期以降、各高校の出題傾向に合わせた学習
方法を個 の々弱点に合わせた形で指導します。

希望校に合わせた学習方法を確立する

なぜ自分がその進路を選んだのかをしっかりと認
識できるように、個別面談等を通じて話します。

自分の将来に確固たる希望を持つ

自習室の活用を促すことで、ノート・参考書の使
い方・先生への質問の仕方等を指導します。

自律した学習方法を
確立する（塾からの卒業）

基礎力養成コース
小学校の学習内容に不安を感じている
お子様にお勧めするコースです。

現在の学校進度に合わすだけでなく、必要に応じて前学年の復習内容
も学習します。

学校内容完全対応

通塾日・時間帯・教科を選択できる
他の習い事と両立することが比較的容易です。

学習習慣・勉強方法の確立を目指す
「漢字は書いて覚える」「計算は途中式を残す」「宿題はノートを読みな
がら」と言ったような「当たり前」の事を徹底できるように指導します。

応用力養成コース
小学校の学習内容には特に問題点は
感じていないお子様にお勧めするコースです。

グレーゾーン（小学校と中学校との学習内容で連動していない部分）を
習得し、余裕ある中学生活を迎えることを目指します。

公立中学校進学後に
内申点で5を取ることを目標に

将来を見据えた意識付けを行う
小学校の段階から高校のみならず大学・その先を見据えた話をしてい
くことで、自分の将来に対して希望と責任を持つように指導します。

基礎力養成コース
実力錬成コース

中堅校受験コース
上位校受験コース

17,000円
19,000円
21,000円
23,000円

28,000円

中学1年～2年

中学3年

対象学年 講座名

英語・数学
英・数+国・理・社から1教科
英・数+国・理・社から2教科

英・数+国・理・社

英・数+国・理・社

科目

300分
350分
400分
450分

525分

難関校受験コース 英・数+国・理・社 32,000円600分

週授業時間数 月額授業料（税抜）

万全の内申対策ときめ細かな受験指導中学部中1～中3生

この形態であれば競争心の育成と
ともに生徒ひとりひとりの状況を完
全に把握することが可能であり、学
習状況に支障が生じた場合でも迅
速に対応することが可能です。

徹底した少人数制
グループ授業

この時間を利用して不得意
単元の強化や高度な内容の
問題演習を行うことで、一層
の成績向上が望めます。

苦手単元フォロー
個別対応時間の設置

おおよそ２週間に１回程度、単
元別テストを行い、学習内容
の確認と定着を促します。また
月１回、国私立模試を行い、応
用力・実践力を養います。

各種テストによる
確認・定着

帰宅時間が早いので無理の
ない受験期間を過ごせます。
また、ご家族と触れ合う時間
も多く、受験生のストレスがた
まりにくいメリットもあります。

全授業は
19：15分までに終了

通常授業に関しては毎
回の授業を録画してい
ます。欠席時は勿論の
こと、復習したい時にも
利用可能です。

全授業
録画システム

中学入試コース 中学受験専門コース トップジュニア

　　　  　小学校での学習内容と中学入
試を対象とした学習内容に明確な差が生
じ始めるのが、小学４年生の学習内容で
す。このコースでは中学入試の中核となる
「算数・国語」の２教科に絞り込み、学習姿
勢の確立を第一目標に授業を展開します。

　　　 　各教科とも難易度が格
段に上昇し、入試レベルの問題を本
格的に解き始めるのがこの学年に
なります。授業時間数も６年生と同
等の時間数を確保し、本格的に受
験体制に突入します。

　　　 　当教室では６年生の授業を大きく２つに分
けて授業を展開しています。６年生のスタートから夏休
み終了時点までを前期とし、この期間中に中学入試
で必要とされる基礎知識の習得を終了します。９月以
降から入試までを後期とし、各自の志望校別に合わせ
た学習を行い志望校合格を一層確かなものにします。

4TJ 5TJ 6TJ

国・算・単元別テスト+個別指導
国・算・理・社・単元別テスト+個別指導
国・算・理・社・単元別テスト+個別指導

16,000円
30,000円
34,000円

小学4年
小学5年
小学6年

対象学年 講座名 科目

200分+100分
500分+100分
500分+100分

中学受験専門コーストップジュニア小4～小6生 開講校：学研精華台校・木幡校

中学受験専門コース
トップジュニア

週授業時間数 月額授業料（税抜）

のびのびジュニアコース
基礎力定着コース
実力養成コース

実力養成コース

12,000円
12,000円
4,000円

3,000円～
4,000円～

小学1年～3年

小学4年
小学4年～6年

小学5年～6年

対象学年 講座名

国語・算数
国語・算数
国語・算数
国語・算数
英 語

科目

50分～150分
50分～200分
200分
200分
50分

週授業時間数 月額授業料（税抜）

学習習慣の確立と基礎学力の育成小学部小1～小6生

入塾についてのご説明
お子様の詳しい状況をお聞かせ
頂ければ幸いです。また、御納得
頂けるまで当教室の内容に関し
て説明いたします。

STEP 1

体験受講
当教室は「入塾テスト」の代わりに
１ヶ月間の体験受講をお願いして
おります。この期間で「お子様から
見た塾の印象」「保護者の方からの
塾への信頼性」を確認して下さい。

STEP 2

体験後面談
体験期間中の様子から 「プロの目から
見たお子様の問題点」をお伝えし、「そ
の解決方法・解決までの時間」をご提
案させて頂きます。御納得頂けるので
あればご入塾の是非をご検討下さい。

STEP 3

御入塾の正式決定
必要書類等をお渡しいたします
ので、記入後、事務室宛にご提出
下さい。

STEP 4

ご兄弟姉妹が同時在籍の場合、授業料に関して割引制度があります。
卒業生のご兄弟姉妹に関しても割引制度を設けております。

また、母子・父子割引・友人紹介等もございますので、詳しくは個別説明会の際にお問い合わせ下さい。

ご入塾までの流れ
お問い合わせいただいた際に、ご都合の宜しい時間帯をご指定下さい。個別に説明させて頂きます。

授業スタート ！

無料

兄弟姉妹割引 母子・父子割引 友人紹介割引


