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ごあいさつ

保護者の皆様へ
真会は創立以来、およそ 20 年の年月を経てまいりました。
「こんなにたくさん塾があるのに、探してもわが子を通わせたくない塾ばかりです。なんでわが子を通わせたくなる塾がないのでし
ょうか?!」と、あるお母さんがうめくように嘆かれていました。
この言葉が私たちの創立の動機になりました。保護者の皆さまが『わが子を通わせたく塾』を創り出そうという決意が私たちの
出発点です。
では『わが子を通わせたくなる塾』とはどのような塾でしょうか。
1．わが子の学力・成績を伸ばしてくれる塾。
2．わが子の学習意欲を向上させてくれる塾。
3．多感なわが子と、親・学校とは異なる視線・立場で接してくれる塾。
4．学習・進学の悩みに、生徒ご本人と保護者の皆様の思いを尊重しながら、いつでも相談に乗ってくれる塾。
皆さまのご希望の声を聞いていると、以上の４点に集約されます。これまでの

真会は１．２．については当然として、３．４．

のご希望にお応えすることには特に注力して来たという自負がございます。
私たちは、時を経ても変わらず、これらのご希望に添うことを最大の目標として掲げております。そして今年度も「改善・進
歩」の歩みを止めることなく、理想の学びの場を創りあげることに邁進していく所存です。「『強制』ではなく『共生』の場として
あつ

ありたい。

ま

かい

い心に真心込めてともに学び集う会でありたい。」という私たちの願いは変わりません。

さて、この理念の下、昨今の新たなご要望の声を踏まえ、今年度 2022 年度より「学習塾・予備校」とは別に、以下「習い
事教室『まなびの森』」を

真会の名の下に新設します。保護者の皆様やお子様たちと歩みをともにして、明日への発展・

向上の機会を得るべく、粉骨砕身の努力をいたします。

真会 北摂進学教室パークタウン
代表

ぬくしな

温品

和久

２０２２年度新設 習い事教室『まなびの森』 (小学生対象)
2022年度より

真会の名の下、「学習塾・予備校」とは別に、小学生のお子様を対象とした「習い事教室『まなびの森』」

を併設・新設いたします。この数年、お子様の「基礎学力・能力、脳力」への保護者の皆様の様々なご不安・ご要望が増
えており、 真会ではそのご不安・ご要望にお応えする方策を思案してまいりました。そして「学習塾・予備校」ではなく｢習い
事教室｣を新設して、スタートへのハードルを低くし、ご要望にお応えするのが最良と判断いたしました。学力強化の前提とな
る、脳力UPに主眼を置いた各「習い事教室」です。
新たに多くの小学生の保護者の皆様・生徒の皆様にご利用をいただき、ご満足いただくことをおおいに期待するものです。
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P15

まなびの森(小学生対象習い事教室)
Ⓐ

ラインナップ

算数脳力UP教室(小３～小６)

少人数集団授業の算数教室です。小3・小4は授業最初に50分間「言葉のちから教室」でトレーニングした後、50分の算数
の学習指導、小5・小6は60分間学習指導をします。時間割・諸費用は次ページの通りです。

英語脳力UP教室(小５・小６)
少人数集団授業の英語教室です。映像授業も利用しながら「読む」
・
「書く」
・
「聞く」
・
「話す」の英語4技能の学習指導をし
ます。時間割・諸費用は次ページの通りです。

国語脳力UP教室(小5・小6)
少人数集団授業の国語教室です。授業最初に50分間「言葉のちから教室」でトレーニングした後、50分の国語の学習指導
をします。時間割・諸費用は次ページの通りです。

漢字脳力UP教室(小3・小4)
少人数集団授業の漢字教室です。授業最初に50分間「言葉のちから教室」でトレーニングした後、50分の漢字の学習指導
をします。時間割・諸費用は次ページの通りです。

脳力UP言葉のちから教室(小３～小６)
この教室では「文章を理解する力（読解力）
」だけでなく「問題を考え抜く力（思考力）
」と「文章を
速く読む力（速読力）」を上昇させることを目標とします。小学生のうちから語彙力をしっかり身につ
け、あらゆる教科の土台となる学習基礎能力を向上させる教室です。
iPadを使ったインターネットオンラインにより、トレーニングを行います。講師による直接的な学
力・教科指導ではありません。開講曜日は、月曜日から金曜日で、時間帯はご相談の上決定します。諸
費用は次ページの通りです。

ロボットプログラミング教室(小３～小６)
Sony Global Education設計のプログラミング学習用ブロック教材KOOVを用いて年間カリキュラム
に従い、月2回各90分でプログラミングを学習する教室です。毎回自分でブロックを組み立ててロボッ
トを作り、プログラミングをして動作させる教室になります。KOOVはこちらで毎回お貸ししますので
教材費は不要です。組み立て・プログラミングにはiPadのアプリを使いますので、難しくはありません。
受講は月2回となります。各月の授業日は、下記2022年度ロボットプログラミング教室年間予定表でご確認下さい。時間
割・諸費用は次ページの通りです。
2022年度ロボットプログラミング教室年間予定表
3月

3/9

3/23

4月

4/13

4/27

5月

5/11

5/25

6月

6/8

6/22

7月

7/6

7/20

8月

8/3

8/24

9月

9/7

9/21

10月

10/5

10/19

11月

11/2

11/16

12月

12/7

12/21

1月

1/11

1/25

2月

2/8

2/22
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〔時間割〕
月
小3
小4

火

水

科目

算数脳力UP
教室

ロボットプログラミング
教室

漢字脳力UP
教室

時間

16:45～
18:30

15:40～17:10
または17:20～18:50

16:45～
18:30

月

火

木

水

金

木

土

金

土

科目

算数脳力UP
教室

ロボットプログラミング
教室

国語脳力UP
教室

時間

16:45～
17:45

15:40～17:10
または17:20～18:50

16:45～
18:30

科目

英語脳力UP
教室

時間

17:55～
18:55

小5

月

火

水

科目

算数脳力UP
教室

ロボットプログラミング
教室

国語脳力UP
教室

時間

16:45～
17:45

15:40～17:10
または17:20～18:50

16:45～
18:30

科目

英語脳力UP
教室

時間

17:55～
18:55

小6

木

金

土

【受講料】
入会金 [無料]
月額会費

受講教室数

月額会費(税込)

開講教室

教材費(年額・税込)

1教室受講

6,600円

算数脳力UP教室

2,200円

尚、1ヶ月の会費は1年間の授業日数の

2教室受講

9,900円

英語脳力UP教室

2,200円

月割りとして定めたものです。各月の

3教室受講

13,200円

国語脳力UP教室

3,410円

4教室受講

16,500円

漢字脳力UP教室

2,200円

5教室受講

19,800円

脳力UP言葉のちから教室

0円

ロボットプログラミング教室

0円

月額会費は受講教室数により右表の
通りです。

日数・祝日により、月当たりの授業日
数が変動することがありますが、会費
は各月定額となります。
教材費

教材費は、受講教室ごとに右表の通りとなります。入会時および新年度開講時にご納入いただきます。
特別講座費
算数脳力UP教室・英語脳力UP教室・国語脳力UP教室・漢字脳力UP教室では、春期・夏期・冬期の期間に特別講座を実施
します。教室生は年間カリキュラムの一環として、必修受講していただきます。各特別講座費は、各講座の前に開講要項お
よび所定費用をあらためてお知らせの上、月額会費に併せてご納入いただきます。
テスト受験費
当会受験指定の学力テストは必須受験となります。事前にご案内の上、学力テスト受験費をご納入いただきます。尚、当会
受験指定のないテストについては、個々のご案内にしたがって希望受験をしていただけます。
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受験対策/学力向上講座(小学生・中学生・高校生/高卒生対象学習塾講座)

ラインナップ

小学生
個人指導(学校対応コース)…生徒1人に対して１人の講師が授業を担当する完全1：1型の授業です。公立中学進学予定
のお子様が、小学校の学習教科のうち、得意教科の学力をさらに伸ばしたり、あるいは苦手教科の克服をしたりするの
に最適です。ご相談次第に、1回あたりの授業時間も学年に応じて30分、45分にすることも可能。小学校での学習に足
りないものを補って、いずれ来る公立中学進学に備えます。

個人指導(中学受験特進コース) …生徒1人に対して１人の講師が授業を担当する完全1：1型の授業です。国・私立中
学合格を目標とするお子様のための授業で、①過度な学習負担をお子様に強いることなく中堅私立中学合格を目指す
お子様、②難関中学を目指して大手中学進学塾に通う一方でその塾ではできない個々の弱点補強が必要なお子様に最
適です。特に受験が迫った時期には、志望校の過去問対策指導にこのマンツーマン型指導は大いにお役に立てていただ
けます。(尚、講座の性質上、指導可能講師の人数に限りがあります。お申し込み時点のご希望内容次第で定員・満席
の場合があり得ます。この場合は受講をお待ちいただくことになりますのでこの点ご了承ください。)

中学生
クラス指導…集団で授業をするクラス指導です。少人数一斉指導です。学校のクラスより小さな集団で、学力別クラス分
けを前提とします。経験豊富な1人の講師が一体感のある中で、お子様に切磋琢磨していただく形で指導します。

個人指導…生徒1人に対して１人の講師が授業を担当する完全1：1型の授業です。担任担当講師が中学生のお子様ひとり
に寄り添い、二人三脚を組む形で、学力・成績の高みを目指します。まさに学習指導の理想形であるマンツーマン指導
です。

速読解 言葉のちから…この講座では「文章を速く読む力（速読力）」と「文章を理解する力（読解力）」と「問題を考え
抜く力（思考力）」を上昇させることを目標とします。定期テスト対策や受験対策として時間を上手に活用できるよう
になるために、文章を速く、正確に読み解き、問題を考え抜く力を身につけるための講座です。

高校生
自学INクラス…学年の枠を超えて英数国理社の5科目の授業をします。この講座では、学習の管理・各種アドバイス・質
問対応を中心にサポートをいたします。必要な映像授業を見て学習していただいたり、学校の課題を丁寧にやっていた
だいたりします。曜日ごとに各科目の質問をし放題ですので、わからないことはすべて解決していただき、一人ひとり
に学習指示を出して、効果的な学習方法をお伝えします。

個人指導…生徒1人に対して１人の講師が授業を担当する完全1：1型の授業です。担任担当講師が高校生のお子様ひとり
に寄り添い、まずは在校する高校での成績向上を目指し、そして大学受験に挑む心構えを共有しながら、受験対策を進
めていきます。中学生以上にマンツーマン指導を超えた師弟型の指導を行います。

速読解 入試長文対策…大学入試における大量で難解な文章を、時間内に速く正確に読み解く能力は、高校生には必須
の能力です。この講座では「読む速度（速読力）」と「読み解く速度（読解力）」そして「考え抜く力（思考力）」を上
昇させ、志望校合格のための土台をつくることを目標とします。
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『小学生』 開講要項
個人指導
生徒 1 人に対して１人の講師が授業を担当する完全 1：1 型の授業です。
【受講料】
入会金 [16,500円(税込)]
入会時にのみ、ご納入いただきます。ただし、すでにご兄弟・姉妹がご在籍の場合はご免除となります。
月額授業料
1時間あたりの受講料は、以下の通りです。

1 時間あたり授業料(税込)

学校対応コース

中学受験特進コース(小 5・小 6)

2,970 円

3,630 円

※原則として毎月4週分の授業を行います。上記「1時間あたり授業料」4週分が月額授業料となります。
※教科・科目による授業料の変額は原則としてありません。
※授業開始月のみ、4週分の授業を行うことができない場合は、実施授業時間に対する授業料にてご納入をいただきます。
諸費 [1,100円(税込)]
施設維持費・塾保険料などを含む雑経費です。月額授業料に加え毎月ご納入いただきます。
教材費
通年で使用する指定教材費をご納入いただきます。ただし、お持ちの教材を使用される場合は、この限りではありません。
特別講座費
個人指導の特別講座は、春期・夏期・冬期の特別講座期間に、平常授業に加えて、追加授業を受講する形になります。各特
別講座前のご案内にしたがい、ご希望をお申し込み下さい。特別講座費については、お申し込み後、講師準備・時間割決定
後にご請求を申し上げます。尚、ご希望があれば、クラス指導の特別講座を受講いただくこともできます。
テスト受験費
当会がご案内する各テストの中から、ご希望の場合、お申し込みの上受験をいただくことができます。この場合所定のテス
ト受験費をご納入いただきます。

【開講曜日・受講時間帯】
開講曜日は、月曜日から土曜日で、受講時間帯は13：30～22：00となっております。
【授業回数】
原則として毎月4週分の授業を行います。ただし、授業予定日が祝日など当会休校日になる場合は休講とし、担当講師がご
相談の上、別日に振替授業を実施いたします。また、授業曜日に5週目がある場合は、特にお約束がなければ休講となりま
す。
【授業欠席・振替授業】
ご欠席のご連絡は前日までにお願いいたします。
ただし、やむをえず授業当日のご連絡となった場合でも、授業開始3時間前までに欠席連絡・ご相談をいただいた場合は、
別日に振替授業をさせていただきます。
尚、電話での欠席・振替希望連絡の際、応答が留守番電話になった場合は、音声案内にしたがってご連絡を録音して下さい。
特に授業前日が日曜日・祝日の場合も、メッセージを録音していただけば、欠席・振替希望連絡の確認といたします。
授業開始3時間前以降の欠席連絡の場合は、振替授業をお断りいたします。この場合授業料はご返金できませんので、ご留
意下さい。
【受講申し込み・受講準備】
入会面接の後、別紙｢個人指導｣受講希望調査用紙をご提出下さい。ご希望にしたがって講師準備・受講準備を行います。受
講の準備が完了次第、ご案内の後、受講を開始となります。
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『中学生』 開講要項
クラス指導
【時間割】
中１

月

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ
受講

速読解

標準
受講

火

水

H数学/S英語

H英語/S数学

19:30～21:00

19:30～21:00

中２

月

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ
受講

速読解

土

理科・国語・社会
特英・特数

理科・国語・社会
特英・特数

19:30～21:55

19:30～21:55

火

水

木

金

土

18:30～19:20
H数学/S英語

標準
受講

H英語/S数学

19:30～21:00

19:30～21:00

理科・国語・社会
特英・特数

理科・国語・社会
特英・特数

19:30～21:55

19:30～21:55

中３

月

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ
受講

速読解

火

水

木

金

土

18:30～19:20
H英語/S数学

標準
受講
選択
受講

金

18:30～19:20

選択
受講

選択
受講

木

H数学/S英語

19:00～21:00

19:00～21:00

理科・国語・社会
特英・特数

理科・国語・社会
特英・特数

19:30～21:55

19:30～21:55

※選択受講について…科目の「理科・国語・社会・特英・特数」は希望科目だけの受講が可能です。また、選択受講の「特英・特数」は標準受講の英
語・数学とは内容が異なり、英語・数学が苦手な方のための特別補習授業となります。

【受講料】

学年

受講科目

月額受講料(税込)

教材費(年額・税込)

英語＋数学＋速読解

19,250円

7,700円

英語＋数学

16,500円

7,700円

英語

9,900円

4,400円

数学

9,900円

3,300円

選択受講

理科・国語・社会・特英・特数

＋12,100円

英数国理各1,650円 / 社3,300円

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ受講

英語＋数学＋速読解

21,450円

7,700円

英語＋数学

18,700円

7,700円

英語

11,000円

4,400円

数学

11,000円

3,300円

理科・国語・社会・特英・特数

＋12,100円

英数国理社各1,650円

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ受講
中１
中２

中３

標準受講

標準受講

選択受講

※月額受講料には 1,100 円の諸費を含みます。 ※選択受講の月額受講料は選択科目数にかかわらず定額となります。

入会金 [16,500円(税込)]
入会時にのみ、ご納入いただきます。ただし、すでにご兄弟・姉妹がご在籍の場合は免除となります。
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月額授業料
前ページの通りです。また、選択科目を受講される場合、表に記載の通り受講料が追加となります。尚、1ヶ月の授業料は1
年間の授業日数の月割りとして定めたものです。各月の日数・祝日により、月当たりの授業日数が変動することがあります
が、授業料は各月定額となります。
諸費 [1,100円(税込)]
施設維持費・塾保険料などを含む雑経費です。月額受講料に含まれます。
教材費
通年で使用する指定教材費を、入会時および新年度開講時にご納入いただきます。ただし、学習の進捗状況および、受験直
前の対策のために、年度途中に追加教材をご購入いただく場合がございます。この場合はあらためてご案内の上、該当教材
費をご納入いただきます。なお、選択受講につきましては、希望の科目の教材のみご購入いただきます。
特別講座費
春期・夏期・冬期の特別講座は年間カリキュラム指導の一環として、原則として、必修受講していただきます。各特別講座
費は、各講座の前に開講要項および所定費用をあらためてお知らせの上、月額受講料に併せてご納入いただきます。
テスト受験費
当会受験指定の学力テストは必須受験となります。事前にご案内の上、学力テスト受験費をご納入いただきます。尚、当会
受験指定のないテストについては、個々のご案内にしたがって希望受験をしていただけます。

個人指導
生徒 1 人に対して１人の講師が授業を担当する完全 1：1 型の授業です。
【受講料】
入会金 [16,500円(税込)]
入会時にのみ、ご納入いただきます。ただし、すでにご兄弟・姉妹がご在籍の場合はご免除となります。
月額授業料
1時間あたりの受講料は、以下の通りです。
学年

中１・中２

中３

1 時間あたり授業料(税込)

3,080 円

3,190 円

※原則として毎月4週分の授業を行います。上記「1時間あたり授業料」4週分が月額授業料となります。
※教科・科目による授業料の変額は原則としてありません。
※授業開始月のみ、4週分の授業を行うことができない場合は、実施授業時間に対する授業料にてご納入をいただきます。
諸費 [1,100円(税込)]
施設維持費・塾保険料などを含む雑経費です。月額授業料に加え毎月ご納入いただきます。
教材費
通年で使用する指定教材費をご納入いただきます。ただし、お持ちの教材を使用される場合は、この限りではありません。
特別講座費
個人指導の特別講座は、春期・夏期・冬期の特別講座期間に、平常授業に加えて、追加授業を受講する形になります。各特
別講座前のご案内にしたがい、ご希望をお申し込み下さい。特別講座費については、お申し込み後、講師準備・時間割決定
後にご請求を申し上げます。尚、ご希望があれば、クラス指導の特別講座を受講いただくこともできます。
テスト受験費
当会がご案内する各テストの中から、ご希望の場合、お申し込みの上受験をいただくことができます。この場合所定のテス
ト受験費をご納入いただきます。
【開講曜日・受講時間帯】
開講曜日は、月曜日から土曜日で、受講時間帯は13：30～22：00となっております。
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【授業回数】
原則として毎月4週分の授業を行います。ただし、授業予定日が祝日など当会休校日になる場合は休講とし、担当講師がご
相談の上別日に振替授業を実施いたします。また、授業曜日に5週目がある場合は、特にお約束がなければ休講となります。
【授業欠席・振替授業】
ご欠席のご連絡は前日までにお願いいたします。
ただし、やむをえず授業当日のご連絡となった場合でも、授業開始3時間前までに欠席連絡・ご相談をいただいた場合は、
別日に振替授業をさせていただきます。
尚、電話での欠席・振替希望連絡の際、応答が留守番電話になった場合は、音声案内にしたがってご連絡を録音して下さい。
特に授業前日が日曜日・祝日の場合も、メッセージを録音していただけば、欠席・振替希望連絡の確認といたします。
授業開始3時間前以降の欠席連絡の場合は、振替授業をお断りいたします。この場合授業料はご返金できませんので、ご留
意下さい。
【受講申し込み・受講準備】
入会面接の後、別紙｢個人指導｣受講希望調査用紙をご提出下さい。ご希望にしたがって講師準備・受講準備を行います。受
講の準備が完了次第、ご案内の後、受講を開始となります。

速読解 言葉のちから
【受講内容】
この講座では「文章を速く読む力（速読力）
」と「文章を理解する力（読解力）
」と「問題を考え抜く力（思考力）
」を上昇さ
せることを目標とします。定期テスト対策や受験対策として時間を上手に活用できるようになるために、文章を速く、正確
に読み解き、問題を考え抜く力を身につけるための講座です。
【受講形態】
iPadを使ったインターネットオンラインにより、トレーニングを行います。講師による直接的な学力・教科指導ではありま
せん。
【開講曜日・受講時間帯】
開講曜日は、月曜日から金曜日で、時間帯はご相談の上決定します。
【受講料】
入会金 [16,500円(税込)]
入会時にのみ、ご納入いただきます。ただし、すでにご兄弟・姉妹がご在籍の場合はご免除となります。
月額授業料

月額授業料(税込)

単独受講生

併用受講生

5,500 円

3,300 円

※単独受講生とは当会の他の授業講座を受講していない方、併用受講生とは当会の他の授業講座を受講している方です。
諸費 [1,100円(税込)]
施設維持費・塾保険料などを含む雑経費です。月額授業料に加え毎月ご納入いただきます。
テスト受験費
当会がご案内する各テストの中から、ご希望の場合、お申し込みの上受験をいただくことができます。この場合所定のテス
ト受験費をご納入いただきます。
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『高校生・高卒生』 開講要項
自学INクラス
高校生自学INクラスについて
高1～高3・高卒生を対象に、学年の枠を超えて英数国理社の5科目の授業を実施いたします。高3については2学期より授業
内容を大学受験対策に切り替えますが、1学期より大学受験対策を中心とした指導も可能です。どの曜日に通塾していただ
いても構いませんが、毎週最低3日間は通塾していただきます。クラブ活動があって19時30分に間に合わない場合には、遅
れても来られる時間からご参加いただけます。なお、可能な限り多くの通塾がのぞましいので、毎日通塾していただいて構
いません。この講座では、学習の管理・各種アドバイス・質問対応を中心にサポートをいたします。
映像授業は英数国理社の5科目に対応していますので、19時30分～21時で、必要な映像授業を見て学習していただいたり、
学校の課題を丁寧にやっていただいたりします。映像授業はすべて見放題ですが、すべての映像授業を見ていただく必要は
ありません。学校の課題を中心に学習していただき、重要な箇所やわからない箇所だけを映像授業で確認していただきます。
21時05分～21時55分で、下表の通り曜日ごとに各科目の質問をし放題ですので、わからないことはすべて解決していただ
き、一人ひとりに学習指示を出して、効果的な学習方法をお伝えします。
高校生の成績アップには、「たくさんの勉強時間の確保」が最重要ポイントとなります。「家で勉強ができない」「学校の課
題が進まない」生徒は、この講座を通じて、塾を勉強部屋にして下さい。
「何を勉強したらいいかわからない」
「将来の進路
で悩んでいる」生徒には、適切なアドバイスをして学習の方向性を一緒に決めていきます。

【時間割】

高１～高３
高卒生

自学
IN
クラス

月

火

水

木

金

土

科目

自学習・映像

自学習・映像

自学習・映像

自学習・映像

自学習・映像

自学習・映像

時間

19:30～
21:00

19:30～
21:00

19:30～
21:00

19:30～
21:00

19:30～
21:00

19:30～
21:00

科目

岩本の英数国

温品の英社

岩本の英数国

糸原の数理

岩本の英数国

糸原の数理

時間

21:05～
21:55

21:05～
21:55

21:05～
21:55

21:05～
21:55

21:05～
21:55

21:05～
21:55

【受講料】

高１～高３・高卒生

自学INクラス

「英数国理社」映像学習＆学校課題対応＆「英数国理社」質問解説

月額受講料
(税込)

教材費
(年額・税込)

19,800円

6,600円

※月額受講料には1,100円の諸費を含みます。

入会金 [16,500円(税込)]
入会時にのみ、ご納入いただきます。ただし、すでにご兄弟・姉妹がご在籍の場合はご免除となります。
月額授業料
上記表の通りです。
諸費 [1,100円(税込)]
施設維持費・塾保険料などを含む雑経費です。月額受講料に含まれます。
教材費
通年で使用する指定教材費を、入会時および新年度開講時にご納入いただきます。ただし、学習の進捗状況および、受験直
前の対策のために、年度途中に追加教材をご購入いただく場合がございます。この場合はあらためてご案内の上、該当教材
費をご納入いただきます。
特別講座費
春期・夏期・冬期の特別講座は年間カリキュラム指導の一環として、原則として、必修受講していただきます。各特別講座
費は、各講座の前に開講要項および所定費用をあらためてお知らせの上、月額受講料に併せてご納入いただきます。
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個人指導
生徒 1 人に対して１人の講師が授業を担当する完全 1：1 型の授業です。
【受講料】
入会金 [16,500円(税込)]
入会時にのみ、ご納入いただきます。ただし、すでにご兄弟・姉妹がご在籍の場合はご免除となります。
月額授業料
1時間あたりの受講料は、以下の通りです。
学年

高１・高２

高３・高卒

1 時間あたり授業料(税込)

3,410 円

3,630 円

※原則として毎月4週分の授業を行います。上記「1時間あたり授業料」4週分が月額授業料となります。
※教科・科目による授業料の変額は原則としてありません。
※授業開始月のみ、4週分の授業を行うことができない場合は、実施授業時間に対する授業料にてご納入をいただきます。
諸費 [1,100円(税込)]
施設維持費・塾保険料などを含む雑経費です。月額授業料に加え毎月ご納入いただきます。
教材費
通年で使用する指定教材費をご納入いただきます。ただし、お持ちの教材を使用される場合は、この限りではありません。
特別講座費
個人指導の特別講座は、春期・夏期・冬期の特別講座期間に、平常授業に加えて、追加授業を受講する形になります。各特
別講座前のご案内にしたがい、ご希望をお申し込み下さい。特別講座費については、お申し込み後、講師準備・時間割決定
後にご請求を申し上げます。尚、ご希望があれば、自学INクラスの特別講座を受講いただくこともできます。
【開講曜日・受講時間帯】
開講曜日は、月曜日から土曜日で、受講時間帯は13：30～22：00となっております。
【授業回数】
原則として毎月4週分の授業を行います。ただし、授業予定日が祝日など当会休校日になる場合は休講とし、担当講師がご
相談の上、別日に振替授業を実施いたします。また、授業曜日に5週目がある場合は、特にお約束がなければ休講となりま
す。
【授業欠席・振替授業】
ご欠席のご連絡は前日までにお願いいたします。
ただし、やむをえず授業当日のご連絡となった場合でも、授業開始3時間前までに欠席連絡・ご相談をいただいた場合は、
別日に振替授業をさせていただきます。
尚、電話での欠席・振替希望連絡の際、応答が留守番電話になった場合は、音声案内にしたがってご連絡を録音して下さい。
特に授業前日が日曜日・祝日の場合も、メッセージを録音していただけば、欠席・振替希望連絡の確認といたします。
授業開始3時間前以降の欠席連絡の場合は、振替授業をお断りいたします。この場合授業料はご返金できませんので、ご留
意下さい。
【受講申し込み・受講準備】
入会面接の後、別紙｢個人指導｣受講希望調査用紙をご提出下さい。ご希望にしたがって講師準備・受講準備を行います。受
講の準備が完了次第、ご案内の後、受講を開始となります。

速読解 入試長文対策
【受講内容】
大学入試における大量で難解な文章を、時間内に速く正確に読み解く能力は、高校生には必須の能力です。この講座では「読
む速度（速読力）
」と「読み解く速度（読解力）
」そして「考え抜く力（思考力）
」を上昇させ、志望校合格のための土台をつ
くることを目標とします。
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【受講形態】
iPadを使ったインターネットオンラインにより、トレーニングを行います。講師による直接的な学力・教科指導ではありま
せん。
【開講曜日・受講時間帯】
開講曜日は、月曜日から金曜日で、時間帯はご相談の上決定します。
【受講料】
入会金 [16,500円(税込)]
入会時にのみ、ご納入いただきます。ただし、すでにご兄弟・姉妹がご在籍の場合はご免除となります。
月額授業料

月額授業料(税込)

単独受講生

併用受講生

5,500 円

3,300 円

※単独受講生とは当会の他の授業講座を受講していない方、併用受講生とは当会の他の授業講座を受講している方です。
諸費 [1,100円(税込)]
施設維持費・塾保険料などを含む雑経費です。月額授業料に加え毎月ご納入いただきます。

その他
【入退室管理[E システム]のご案内ならびに情報提供のお願い】
真会北摂進学教室パークタウンでは、通塾における安全確認のため、入退出管理「E システム」を導入いたしております。
保護者の皆様には費用のご負担をおかけすることない(無料)入退室システムです。当会がお願いする情報提供をいただいた
うえ、ご利用下さい。
具体的には、別紙｢入会申込書(生徒情報登録カ
ード)｣の保護者メールアドレス欄に、他の欄と
同様に必要事項・情報を記入の上ご提出いただ
ければ結構です。記入いただいたメールアドレ
ス情報にもとづいて、生徒の皆様に生徒カード
(IDカード)を発行いたします。生徒の皆様が入退室時に、塾のバーコードリーダー器に生徒カード（IDカード）に印刷され
たバーコードを読み取らせると保護者指定のメールアドレスに「入室及び退出の連絡」をメール送信する仕組みです。
また、この「Eシステム」には、この他に｢一斉情報発信メールサービス｣など、生徒・保護者様へのコミュニケーションツ
ールとして他のサービス機能も付加されております。

この「Eシステム」利用により、生徒・保護者の皆様にはお子様の

安心・安全確保に努めてまいります。
｢入会申込書(生徒情報登録カード)｣ご提出次第にカードを発行し、生徒ご本人にお渡しいたします。お手元にカードが届き
次第にご利用を開始下さい。
尚、お知らせのメールアドレスについては、事後変更可能です。ご希望の際にはお申し出ください。
E システムの特徴
入退室メール
日々の入室・退出をメールでリアル
タイムに保護者に配信。保護者の皆
様の安心につながる機能です。

一斉メール
塾からの全体連絡や警報発令など
の緊急時のお知らせを保護者全員
にメール配信します。

生徒マイページ
塾からのお知らせを確認できる情
報BOXや出欠履歴などをご覧いた
だけます。

★Eシステムからのお知らせメールはパソコンから送信します。お使いの端末の設定(迷惑メール設定など)によっては受信
できない場合がございますので root@mplanning.co.jp からのメールを受け取れる設定にして下さい。
設定方法がご不明な場合、塾では対応できませんので各端末の取扱店舗等でおたずね下さい。
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【公式広報媒体（パンフレット、ホームページ、SNS等）への写真・映像掲載許可のお願い】
当会は内部・外部への広報を行うにあたって、以下2点の観点から、在会生のお子様たちの画像・映像の掲載をいたします。
第１に当会の「授業・講座で学習に取り組むお子様たちの姿」や「教室環境」を内部生保護者の皆様により一層身近に知っ
ていただくため、第２に当会の「学習塾として姿・有り様」をリアルな形で外部の皆様に知っていただくためです。
そこで、当会パンフレットや、ホームページ・ブログ・インスタグラム等SNS広告を含む公式インターネット広報媒体に在
会生のお子様たちの生き生きとした姿を画像・映像の形で掲載をさせていただきたいと存じます。もちろん掲載については
当会公式広報媒体のみといたします。ついては、趣旨ご理解の上、下記に示す、画像・映像などの掲載利用に関してのお約
束をご確認の上、ご同意・承諾をいただきますようにお願いを申し上げます。
当会広報における画像、映像の利用に際して、
① 当会内での各講座・学習の「全体光景」をメインとした掲載利用をいたします。(個人を特定する目的での掲載はいた
しません。)
②

画像、映像および付随する個人情報は、当会の内部・外部広報に限ってのみ利用いたします。

③

掲載した画像、映像について生徒ご本人あるいは保護者様より削除依頼を受けた場合には、速やかに然るべく対応い
たします。

※ 努力・成果を表彰する目的などで、特定個人の画像、映像を掲載する場合には、上記とは別にそれぞれご同意・承諾
をいただきます。この同意・承諾がない場合には掲載はいたしません。
※ さらにご不明な点の確認・ご質問があればお電話・メールにてご連絡下さい。お答えをいたします。
画像・映像などの掲載利用に関する同意に関して「入会申込書(生徒情報登録カード)」ご提出の際、該当欄に記載をお願い
いたします。

【当会LINE公式アカウント登録のご案内】
情報発信ツールとして、LINE公式アカウントを開設しております。当会が入手する重要な教育情報を
随時、このLINE公式アカウントで配信いたしております。このLINE公式アカウントは原則的に在会生保
護者の皆様のためのサービスです。ご入会をお決めの保護者様にはお友だち登録をお願いいたします。
またご入会をまだお決めでない場合も、このパンフレットをご覧いただいているご縁からお友だち登録
をしてご利用いただければ幸いです。

温真会LINE
ついては、右のＱＲコードより、以下の手順にしたがって、LINE公式アカウントの友だち登録をして下さ 公式アカウン
い。
トQRコード
①“LINE”で開きますか？と表示されます。
「開く」をタップして下さい。
LINEアプリが自動で開き「友だちを追加」画面が出ます。
②ロゴマーク下の「追加」ボタンをタップして下さい。
「ホーム」画面が出ます。一番下の「ホーム」の、右隣の「トーク」をタップして下さい。ロゴマーク右の溫真会の「ト
ーク」をタップしてご覧下さい。
③「あいさつメッセージ」が配信されています。
上にスクロールして最初にもどり、メッセージをご一読下さい。
④一方、当会側はこの時点で皆様の{Nickname}しか分かりません。
A または○
B のいずれかを選び、指定の形式
そこで、「あいさつメッセージ」にお知らせの通り、ＩＤ確認のためにお願い○

でＩＤをご返信下さい。
⑤そのご返信後、ただちに初回配信が返信されます。
■初回配信ニュースに続き、重要な教育情報配信を重ねております。下のリッチメニューをタップしていただければ配信記
事のバックナンバーもご覧いただけます。ぜひ今後ながく皆様のお役に立つことを願う次第です。
■なお、このLINE公式アカウントは当会からの情報発信専用です。チャットは原則としてできません。この点ご承知おき下
さい。
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【当会における、乗用車による送迎について】
当会へのお子さまの送迎の際に乗用車を利用する場合、不測の交通事故の危険を避けるため、当
会建物前の道路での駐・停車についてはご遠慮いただきますようにお願い申し上げます。
また、送迎のために、パークプラザ(ミニコープ前)の駐車場を利用いただくことのないようにお
願い申し上げます。パークプラザの駐車場は22：30で自動施錠され、車が一切出られなくなりま
す。これがもとで無用のトラブルもおきますのでくれぐれもご注意下さい。
送迎のための駐・停車については、下記のとおり当会建物向かいにある月極め駐車場内の当会駐
車スペースおよび駐車場敷地内をご利用下さい。また、駐車場入り口付近での停車、および当会
駐車スペース外での停車をされてお待ちになる場合には、横付け停車を避け、他の車両の利用の
妨げにならないようにご注意下さい。また、「当会以外の契約者スペース」には駐停車されないようにあわせてお願い申し
上げます。
尚、お子様が当会建物正面の前の道路を渡る場合には、道路を横切らず、面倒でも横断歩道を必ず利用されるようにお子様
にご注意お願いいたします。
何かとご不便・ご面倒の点を恐縮ですが、利便性よりも保護者・生徒の皆様の安全が優先と存じます。主旨ご理解の上、ご
協力を賜りますように何卒お願い申し上げます。
※当会駐車場について、以下のとおり、当会建物前の道路を渡って斜め右前の駐車場「若葉第５駐車場」に4台分の専用駐
車場No.1２・No.1３・No.1４・No.1５を確保しております。
（各スペースの背後金網に「

真会」のプレートを貼ってあ

ります。
）
ご来訪の際には、当該スペース及び敷地内を駐車および送迎のための停車にご利用下さい。また当会へのお子さまのご送
迎のみを目的とする駐・停車にもこちらの駐車場をご利用いただきますようにお願い申し上げます。
なお、駐車場内でスペース外に停車される場合には、下図のような「横付け」停車については、管理会社より、避けるよ
うにとの注意がなされております。この点について、ご注意をいただきますようにお願い申し上げます。

若葉第５駐車場

拡大図

当会駐車場 map
真会

ナイスデイ

出入口
若葉
第５駐車場

真会駐車場
No.12 13 14 15

*注
パークプラザ

１２
１３
１４
１５

*注 図のよ うにお車 を横付けす るのはご 遠慮下さ い。

*通塾時に道路を横断する際は必ず上記赤矢印のルートにしたがって 横断歩道を渡って下さい。

【自習室利用について】
当会では在籍生の方の「自習室」をご用意しております。

自習室利用規則

使用時間は以下の通りです。

①私語をしないこと

[全学年]

月曜日～土曜日

②音楽を聴かないこと

14:00～21:50 まで

③お菓子等を食べないこと

※当会の行事によっては自習室が使用できない日がご

④学習に関する調べもの・家庭との連絡以外に

ざいます。
※座席数には限りがあります。満席の場合はご利用いただけません。

【警報等による授業休講について】
台風の接近などにより警報等が発令された場合、当会では
右記を目安に判断をいたします。あくまでも目安ですの
で、実際に休講決定の際には当会より各ご家庭へご連絡を
差し上げます。尚、休講となった授業について、まなびの

スマートフォン・携帯電話を使用しないこと

[特別警報・暴風警報・暴風雪警報・大雪警報]
授業開始3時間前をめどに特別警報・暴風警報・暴風雪警
報・大雪警報が解除されていない場合は休講といたします。
[その他警報（大雨警報等）]
原則として授業は予定通り実施いたします。

森・クラス指導の補講および個人指導・速読解の振替授業は別日に実施いたします。
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【諸費用のご納入について】
各費用について、やむを得ない場合をのぞき、ゆうちょ銀行口座より口座振替でのご納入を原則といたします。新規ご入会
に際しては、添付「自動払込利用申込書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、当会事務局までご提出をお願いいたします。
当会にて振替開始の手続きを行います。前月ゆうちょ銀行最終営業日に、翌月分の授業料・諸費等の所定費用を口座振替に
てご納入いただきます。
※いったんご納入いただいた諸費用は、原則としてご返金いたしません。尚、2ヶ月以上受講料（授業料及び諸費）を滞納
された場合は、その翌月からの受講をお断りいたします。
【個人懇談会について】
当会では、年2回1学期と2学期に小学生・中学生のお子様の保護者の皆様との「個人懇談会」を実施いたしております。こ
の「個人懇談会」は、当会でのお子様の成績・ご様子を保護者の皆様にご報告し、また一方でご意見・ご要望をうかがう機
会となります。特に中学3年生の保護者の皆様には、このご懇談を「進路相談会」として、当会の資料・情報をもとに、受験
についてのご相談・アドバイスの場とさせていただきます。尚、高校生・高卒生のお子様に対しては、必要に応じて随時生
徒面談〔ご相談〕を実施いたしております。

お手続きについて
ご入会・受講開始までのながれ
①お問い合わせ…ご来訪・お電話・メール等でお問い合わせ下さい。その際入会面接の日時をお決めいたします。
②入会面接…当会のご説明と同時にご相談の場といたします。ご納得の上、ご入会をご検討下さい。
③入会申し込み手続き…ご入会の際は、入会申込書（生徒情報登録カード）と、ゆうちょ銀行｢自動払込利用申込書｣に必
要事項を記入例にならってご記入・ご捺印の上当会事務局までご提出下さい。個人指導受講をご希望の場合には、｢受
講希望調査用紙｣も併せてご提出下さい。
④入会時納入費用のご案内・ご納入…入会金・授業料・教材費などご納入費用のご明細をご案内いたします。個人指導の
場合は講師準備・時間割決定後に所定費用をご案内いたします。ご確認の上、所定費用を現金にて当会事務局までご納
入下さい。
⑤受講開始…お知らせした日時より受講開始となります。
【ご質問・お問い合わせ】
ご質問・お問い合わせ等は、直接お越しいただくか、以下の電話・FAX・E-mail をご利用下さい。
TEL 072-765-1522

FAX 072-765-2922

E-mail info@onshinkai.co.jp

◆◇◆ プライバシーポリシー ◆◇◆
溫真会は、以下のとおり個人情報保護に対する方針を定め、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることによ
り、個人情報の保護を推進いたします。
●個人情報の管理
当会は、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、管理
体制の整備等の必要な措置を講じ、個人情報の適切な管理を行います。
●個人情報の利用目的
お預かりした個人情報は、当会からのご連絡やご案内、資料のご送付、および電子メールの送受信に利用いたします。
●個人情報の第三者への開示・提供の禁止
当会は、お預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
・ご本人の同意がある場合
・ご本人が希望されるサービスを行うために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
・法令に基づき開示することが必要である場合
●個人情報の安全対策
当会は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、適切な対策を講じます。
●ご本人の照会
ご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、ご対応させていただきます。
●法令、規範の遵守と見直し
当会は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その
改善に努めます。
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