
おかげさまで開校１５周年！ 

• 中学生は7日間の充実日程！ 学年総まとめと新学年の予習で好スタートを切ろう！ 

• 自立指導(eトレ）も好評開催！ 

• 速聴読で読書が好きになる「ことばの学校」大好評開催！ 

• 小学生プログラミング教室QUREOが新たに開校！（随時 体験授業受付中！） 

Aim for the TOP! ～目指せ！頂点～ 

春期講習のご案内 【小中学部】 ～講習生用～ 

2021/3/24～2021/4/1 

A-TOP南矢野目校 
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１．A-TOP 春期講習日程 

※ 中１★確認テストは、授業内で実施。その日のうちに結果を返却します。 

※ 新教研もぎテスト時間帯 ９：００～１４：３０（３５分お昼休憩あり） 

３．オプション講座  

(2)自立学習  

(1)ことばの学校（50分×４回） 
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２．時間帯・受講料 

※新中２・新中３の授業は、１日４コマです。 

※個別指導は別途テキスト代2,600円/１科がかかります。 

※新中２・新中３は、新教研もぎテスト代3,200円（税込）が別途かかります。 

   （税込） 

 

ことばの学校とは… 

＋ ＋ 速聴読 
読書 

ワーク 
読書指数 

診断 

文章を読んで内容を正確に理解する力がつく。 

ことば（語彙）・表現力・想像力が自然と身につく。 

週に１回の受講で、年間２０～４０冊の本

を読むことができます。「速聴読プログラ

ム」で読む速度を段階的に高め、読書の

前後に取り組む「読書ワーク」で、効果的

に語彙力と表現力を強化します。年２回

実施する「読書指数®診断」で、語彙力や

読む速度の伸長を測定します。 

プロが厳選した良書を多読 

独自教材「読書ワーク」 

プロのナレーターによる 

朗読音声を「速聴読」 
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４．受講までの流れ 

新小５・小６ 
原則、個別指導となります。 

Ｐ９をご覧ください。 

やらない 

やる オプション

は？ 

3/23（火）までに 

ゆうちょ銀行にてお振込み 

新中１ 

中１に○ 

やらない 

やる 

「講習受講届」 

(p7)  を提出 

3/20（土）〆 

ことばの学

校は？ 
受講希望

時間帯に○

をつける 
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やらない 

やる ことばの学

校は？ 

新中２／新中３ 

○をつける 
オプション

は？ 

「講習受講届」 

(p7)  を提出 

3/20（土）〆 

○をつける 
やる 

やらない 

自立学習

は？ 

やる 

やらない 

中２・中３に

○ 

3/23（火）までに 

ゆうちょ銀行にてお振込み 



5．提出書類 

右の「講習受講届」を3/20（土）までにご提出ください。 



切
り
取
り
線 
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６．A-TOP 個別指導 

多くの方のご要望にお応えし、この春期

講習においても『A-TOP 個別指導』を

集団指導と同時に開催いたします。 

 

『A-TOP 個別指導』のコンセプトは、

「プラス２０点」です。講師１名に対して生

徒２名の１：２のスタイルで、60点以下の

苦手科目を個別指導により底上げしてい

くとともに、60点以上であっても80点以上

を目指し基礎を固める指導を徹底いたし

ます。 

 

料金に関しては、徹底したコスト管理

により、高すぎる個別指導業界に警鐘を

鳴らせるほどの料金に設定しました。他塾

と比べてみてください。さらに、通常授業に

おいては、集団指導と個別指導を組合

わせることでペア受講割引が適用され、よ

りお得な設定となっています。 

教材は、個別指導業界では実績十分

の『フォレスタ』を採用し、基礎固めを徹底

します。講師は、みなさんの弱点を把握し

ている集団授業で現在活躍中の講師が

中心になりますのでどうぞご安心ください。 

 

以下、春期講習の内容をご覧いただ

き、追加で個別指導を受講するかお決め

ください。春期講習受講後に、個別指導

へ切り替えることも可能です。もちろん、

今まで通りで大丈夫ならば、従来通りの

集団指導の春期講習をご受講下さい。 

 

なお、今まで集団指導しか受講経験

のない方は、この春期講習で『A-TOP 

個別指導』を、『１講座目半額』で体験し

ていただけます。この機会に、個別指導で

弱点科目を克服してみてはいかがでしょう

か。ぜひご検討ください！ 

～プラス２０点を目指す！～ 個別指導も好評です 

１：２の完全個別 

基礎の徹底指導 

リーズナブルな料金 集団授業との組合せ自由 

個別指導専用テキスト 

くわしくは、次ページ以降をご覧ください。 

A-TOP 個別指導 
～プラス２０点を目指せ！～  
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７．A-TOP 個別指導 【春期講習】 

 (1) 日程 

 (２)  時間帯・費用 

※１科目につきテキスト代2,600円（税込）を別途いただきます。 

※希望日程・時間帯は先着順になります。必ずしも第１希望どおりになるとは限りません。 

A-TOP 個別指導が初めてなら、１講座目半額で受講可能！～ 

(３) オプション講座  

②自立学習  

①ことばの学校 
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 (4) 春期講習受講例 
例 1  新中３で 1科 80分×5回 例４ 新中２で 1科 80分×10回（初） 

 １講座目受講料 

テキスト代（１科目） 

新教研もぎテスト代 

\13,200 

\2,600 

\3,200 

１講座目受講料 

２講座目受講料 

\6,600 

\13,200 

テキスト代（１科目） 

新教研もぎテスト代 

\2,600 

\3,200     合計             \19,000 

例２  新中３で 1科 80分×10回 合計 \25,600 

 １講座目受講料 \13,200 例５ 新中２で 1科 80分×15回（初） 

２講座目受講料 \13,200 １講座目受講料 \6,600 

テキスト代（１科目） 

新教研もぎテスト代 

\2,600 

\3,200 

２講座目受講料 \13,200 

３講座目受講料 

テキスト代（1科目） 

新教研もぎテスト代 

\13,200 

\2,600 

\3,200 
 合計 \32,200 

例３ 新中２で 1科 80分×5回（初） 合計 \38,800 

 １講座目受講料 \6,600   

テキスト代（１科目） 

新教研もぎテスト代 

\2,600 

\3,200 

  

  

合計 ￥12,400  

 

 

ことばの学校とは… 

＋ ＋ 速聴読 
読書 

ワーク 
読書指数 

診断 

文章を読んで内容を正確に理解する力がつく。 

ことば（語彙）・表現力・想像力が自然と身につく。 

週に１回の受講で、年間２０～４０冊の本

を読むことができます。「速聴読プログラ

ム」で読む速度を段階的に高め、読書の

前後に取り組む「読書ワーク」で、効果的

に語彙力と表現力を強化します。年２回

実施する「読書指数®診断」で、語彙力や

読む速度の伸長を測定します。 

プロが厳選した良書を多読 

独自教材「読書ワーク」 

プロのナレーターによる 

朗読音声を「速聴読」 
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７．A-TOP 個別指導 【春期講習】 

 (５) 受講方法  右の「個別指導 受講届」をご提出ください。 

80分×5回 

集団指導の春期講習は？ 

3/23（火）ゆうちょ

銀行にてお振込

スタート 

『個別指導のみ』

に○をつける 

１講座に○ 

オプションを希望なら○ 

「個別指導 受講届」 

を提出 3/20（土）〆 

集団指導を受けず

に、個別指導のみ

を受講したい 

集団指導も受けた上で 

個別指導も受講したい 

個別指導の 

回数は？ 

２講座に○ 

80分×10回 

日程は？ 
3/24,25,26,27,29,30,31 

表の中から、都合のよい日程・時間帯に○ 

科目は？ 

英，数/算，理，社から選ぶ 

３講座に○ 

80分×15回 
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福島市南矢野目字中江10-3 

A-TOP 南矢野目校 

電話 ０２４（５５８）７３３０ 

FAX ０２４（５５８）７３３１ 

Email: info@a-topnet.com 

URL :http://www.a-topnet.com/ 


