
Ⅱ期・
Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅰ期

13:30～20:40日

13:30～20:40

13:00～18:30

日

土土曜合格特訓

17:00～20:40日英・数・
AI英・AI数

中3

加古川東高理数科・加古川東高校・加古川西高校・小野高校など公立トップ高校
の合格を目指すクラスです。中3内容の先取り学習を行います。
AI英語・AI数学では、基礎学力を効率よく習得し、弱点克服を行いながら先行学
習に取り組みます。
新国語（年5回開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッ
ションを通じて問題を解決する力を養います。また、毎回200字程度の意見作文
を作成し、添削を通じて記述力の強化を図ります。
９月より「土曜合格特訓」がスタートします。中１から中３までの内容を総復習し
ながら、実践力を養います。

受験選抜
（全科目）

Ⅱ期・
Ⅲ期

Ⅰ期

英・数・国・理・社
AI英・AI数
新国語

英・数・国・理・社
AI英・AI数
新国語

英・数・国・理・社
AI英・AI数
新国語

英・数・国・理・社
AI英・AI数
新国語

英・数・国・理・社
AI英・AI数
新国語

英・数・国・理・社
AI英・AI数
新国語

13:30～20:40日

東進中学NET

13:30～20:40日

13:00～18:30土土曜合格特訓

英・数・国・理・社
AI英・AI数

英・数・国・理・社
AI英・AI数

選抜制クラスです。加古川東高理数科・加古川東高校など公立トップ高校の上位
合格を目指します。高校受験に向けてのハイレベルな内容を学習します。通常授
業に加えて、東進中学ＮＥＴの学習システムも使いながら学習を進めていきま
す。
AI英語・AI数学では、基礎学力を効率よく習得し、弱点克服を行いながら先行学
習に取り組みます。
新国語（Ⅰ期のみ開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッ
ションを通じて問題を解決する力を養います。また、毎回200字程度の意見作文
を作成し、添削を通じて記述力の強化を図ります。
９月より「土曜合格特訓」がスタートします。中１から中３までの内容を総復習し
ながら、実践力を養います。

特進V

日
選抜制クラスです。加古川東高理数科・加古川東高校など公立トップ高校の上位合格、さ
らに将来の難関大合格に向けての先取り学習を行います。通常授業に加えて、東進中学
ＮＥＴの学習システムも使いながら学習を進めていきます。
AI英語・AI数学では、基礎学力を効率よく習得し、弱点克服を行いながら先行学習に取
り組みます。
新国語（年5回開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッションを
通じて問題を解決する力を養います。また、毎回200字程度の意見作文を作成し、添削
を通じて記述力の強化を図ります。

特進V

受験選抜
（2科目）

学 年 クラス名 時 間科 目 曜日

■夏休み期間中の時間帯は、別途ご案内いたします。
■フォローデーは、月曜の19:30～21:30で実施します。欠席者は必ずご参加ください。
■中３の「受験選抜（2科目）」は、8月からは「受験選抜（全科目）」の受講となります。

中２

中1

実力養成選抜（2科目） 17:00～20:40日

13:30～20:40日実力養成選抜（全科目）

英・数・
AI英・AI数

英・数・
AI英・AI数

17:00～20:40実力養成選抜（2科目） 日

実力養成選抜（全科目） 13:30～20:40日

特進V

13:30～20:40日

加古川東高理数科・加古川東高校・加古川西高校・小野高校など公立トップ高校の合格を目指す
クラスです。中2内容の先取り学習を行います。
AI英語・AI数学では、基礎学力を効率よく習得し、弱点克服を行いながら先行学習に取り組みま
す。
新国語（年5回開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッションを通じて問
題を解決する力を養います。また、毎回200字程度の意見作文を作成し、添削を通じて記述力の
強化を図ります。

加古川東高理数科・加古川東高校・加古川西高校・小野高校など公立トップ高校の合格を目指す
クラスです。中1内容の先取り学習を行います。
AI英語・AI数学では、基礎学力を効率よく習得し、弱点克服を行いながら先行学習に取り組みま
す。
新国語（年5回開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッションを通じて問
題を解決する力を養います。また、毎回200字程度の意見作文を作成し、添削を通じて記述力の
強化を図ります。

選抜制クラスです。加古川東高理数科・加古川東高校など公立トップ高校の上位合格、さ
らに将来の難関大合格に向けての先取り学習を行います。通常授業に加えて、東進中学
ＮＥＴの学習システムも使いながら学習を進めていきます。
AI英語・AI数学では、基礎学力を効率よく習得し、弱点克服を行いながら先行学習に取
り組みます。
新国語（年5回開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッションを通
じて問題を解決する力を養います。また、毎回200字程度の意見作文を作成し、添削を
通じて記述力の強化を図ります。

加古川東高理数科・加古川東高校・加古川西高校・小野高校など公立トップ高校の合格を目指す
クラスです。中1内容の先取り学習を行います。
AI英語・AI数学では、基礎学力を効率よく習得し、弱点克服を行いながら先行学習に取り組みま
す。

加古川東高理数科・加古川東高校・加古川西高校・小野高校など公立トップ高校の合格を目指す
クラスです。中2内容の先取り学習を行います。
AI英語・AI数学では、基礎学力を効率よく習得し、弱点克服を行いながら先行学習に取り組みま
す。

中学3年生～中学１年生

公立高校の合格を目指すクラスです。中3内容の先取り学習を行います。
※このクラスは8月より「全科目」となります。

個別にカリキュラムを作成します

東進中学NET 個別にカリキュラムを作成します

東進中学NET 個別にカリキュラムを作成します

東進中学NET 個別にカリキュラムを作成します

13:30～20:40

クラス概要

集団コース plus AI［土日ゼミ］



中3

～

中１
レプトン

19：3０～20：3０

19：3０～20：3０

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

①月

②火

19：1０～20：10③土

17：30～18：5０③土

19：1０～20：3０④土

中3

～

中１

すべての教科の学習の土台となる「論理力」をレベル別テキストにより鍛えま
す。授業は「問題演習」⇒「チェック指導」⇒「レベルクリアテスト」という流れを
レベルごとに行います。それぞれの適したレベル、ペースで学習を進めることで
着実に論理力を積み上げます。また、受験国語力（説明的・文学的文章）の強化
にも最適な講座です。
ゼミと併せて受講すると下記の割引が適用されます（税込）。
「ゼミ（全科目）」との併用…3,300円割引
「ゼミ（２科目）」との併用…1,650円割引

コミュニケーション英語に必要な「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの能力
をバランスよく身につけます。豊富なレベル別のテキストを自立型学習で行うレ
プトン授業と日常生活の様々なシーン別の英会話を実践する英会話授業の２つ
のスタイルで「世界で通じる英語力」を育てます。
「ゼミ」「論理エンジン」のいずれかと併せて受講すると下記の割引が適用され
ます（税込）。
・レプトン週1回受講…1,650円割引
・レプトン週2回受講…3,300円割引
・レプトン週3回受講…4,950円割引

中3

～

中１
AI特訓講座 個別コースの時間割で

学習します。

学 年 クラス名 曜日・時 間 クラス概要科 目

理
通常ゼミに加えて、理科の弱点克服を行いながら先行学習に取り組むオプショ
ン講座です。豊富な問題による演習が可能、理科の補強・強化に最適なプログラ
ムです。特に、物理・化学分野の計算問題への対応にも効果があります。

論理エンジン

１7：3０～１8：5０

１9：3０～20：5０

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

②月

①月

中学3年生～中学１年生 オプション講座（ゼミと併せての受講をおすすめします。）

■レプトンの夏休み期間中の時間帯は、別途ご案内いたします。
■論理エンジンは、8月は休講になります。



小学6年生～小学3年生

算･国 15:55～18:55土

小6

小5

小4

小3

能開独自のカリキュラムで算数と国語の主要科目を重点的に学習し、思考力、応
用力の強化を図ります。Ⅰ期は基礎力充実を、Ⅱ期は応用力練成、そしてⅢ期は中
学入学に向けて、英語・数学・国語・理科・社会の学習となります。

実力養成選抜
（2科目）

1月～
2月

3月～
１2月

3月～
１2月

算・国・理・社・英

実力養成選抜
（全科目）

12:50～18:55土

12:50～18:55土

英・数・算・国・理・社

公立中学への上位進学を目指す生徒を対象としたコースです。能開独自のカリ
キュラムで思考力、応用力の強化を図ります。Ⅰ期は基礎力充実を、Ⅱ期は応用力
練成、そしてⅢ期は中学入学に向けて、英語・数学・国語・理科・社会の学習となり
ます。

将来の難関大合格を目指すクラスです。
「実力養成選抜（全科目）」は集団授業の形式で、能開独自のカリキュラムで思考力、応
用力の強化を図ります。Ⅰ期は基礎力充実を、Ⅱ期は応用力練成、そしてⅢ期は中学入学
に向けて、英語・数学・国語・理科・社会の学習となります。
「東進中学NET」では、個別に作成したカリキュラムをもとに無学年制で先取り学習を
進めていきます。

実力養成選抜
（全科目）

学 年 クラス名 時 間科 目 曜日

■夏休み期間中の時間帯は、別途ご案内いたします。　
■小6の算国の2科目は2学期までとなり、1月・2月は中学入学準備（英数国理社の全科目必修）となります。 
■フォローデーは、毎週月曜の17:00～19:00で実施します。欠席者は必ずご参加下さい。
■小学部のAI学習は、個別コースでの受講となります。

実力養成選抜（全科目）

スーパー特進

算・国・理・社・英 12:50～18:55土

実力養成選抜（2科目） 12:50～15:50土算･国

実力養成選抜（2科目） 12:50～15:50土算･国

12:50～18:20土算･国・理・社実力養成選抜（全科目）

算･国実力養成選抜（2科目） 土 15:55～18:55

将来、中堅中学受験および公立中学への上位進学を目指す児童を対象とした
コースです。能開独自のカリキュラムで思考力、応用力の強化を図ります。Ⅰ期は
基礎力充実を、Ⅱ期は応用力練成、そしてⅢ期は学年総まとめを行います。

能開独自のカリキュラムで算数と国語の主要科目を重点的に学習し、思考力、応
用力の強化を図ります。Ⅰ期は基礎力充実を、Ⅱ期は応用力練成、そしてⅢ期は
学年総まとめを行います。

将来、中堅中学受験および公立中学への上位進学を目指す児童を対象としたコー
スです。能開独自のカリキュラムで思考力、応用力の強化を図ります。Ⅰ期は基礎
力充実を、Ⅱ期は応用力練成、そしてⅢ期は学年総まとめと新学年の準備を行い
ます。

能開独自のカリキュラムで算数と国語の主要科目を重点的に学習し、思考力、応
用力の強化を図ります。Ⅰ期は基礎力充実を、Ⅱ期は応用力練成、そしてⅢ期は
学年総まとめと新学年の準備を行います。

能開独自のカリキュラムで算数と国語の主要科目を重点的に学習し、思考力、応
用力の強化を図ります。Ⅰ期は基礎力充実を、Ⅱ期は応用力練成、そしてⅢ期は
学年総まとめと新学年の準備を行います。

クラス概要

東進中学NET 個別にカリキュラムを
作成いたします。

集団コース plus AI［土日ゼミ］



小6

～

小１

学 年 クラス名 時 間曜 日

コミュニケーション英語に必要な「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの能力
をバランスよく身につけます。
豊富なレベル別のテキストを自立型学習で行うレプトン授業と日常生活の様々
なシーン別の英会話を実践する英会話授業の２つのスタイルで「世界で通じる
英語力」を育てます。
「ゼミ」「論理エンジン」「アルゴクラブ」のいずれかと併せて受講すると下記
の割引が適用されます（税込）。
・レプトン週1回受講…1,650円割引
・レプトン週2回受講…3,300円割引
・レプトン週3回受講…4,950円割引
・レプトン週4回受講…6,600円割引

レプトン

①17:00～18:00
月

②18:10～19:10
③17:00～18:00火
④18:10～19:10
⑤ 9:30～10:30土
⑥10:40～11:40
⑦12:50～13:50

土
⑧14:00～15:00
⑨16:00～17:00

土
⑩17:10～18:10

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

算数オリンピック委員会・東大数学科学生・ピーターフランクル氏・「算数脳」の
著書で有名な高濱正伸先生が共同開発した低学年向けの数理教育システムで
す。
図形センスや読み取り能力・論理性の向上など、遊びながら楽しく学べるプログ
ラムとなっています。
「ゼミ」と併せて受講すると1,650円の割引が適用されます（税込）。

アルゴクラブ

16:00～17:30
12:50～14:20
17:40～19:10
12:50～14:20
17:40～19:10
14:50～16:20

小3

年長

～

①木
②土
③木
④土

1年目クラス

2年目クラス

3年目クラス
⑤木
⑥土

小学6年生～年長 オプション講座（ゼミと併せての受講をおすすめします。）

クラス概要

■レプトン、アルゴクラブの夏休み期間中の時間帯は、別途ご案内いたします。　
■論理エンジンは、8月は休講になります。

小6
・
小5

AI特訓講座 個別コースの時間割で
学習します。

学 年 クラス名 曜日・時 間 クラス概要科 目

算
通常ゼミに加えて、算数の弱点克服を行いながら先行学習に取り組むオプショ
ン講座です。

17：30～18：5０③土

19：1０～20：3０④土

小6

～

小4

すべての教科の学習の土台となる「論理力」をレベル別テキストにより鍛えま
す。授業は「問題演習」⇒「チェック指導」⇒「レベルクリアテスト」という流れを
レベルごとに行います。それぞれの適したレベル、ペースで学習を進めることで
着実に論理力を積み上げます。算数の文章題、国語の長文読解問題への対応力
の強化に最適な講座です。
「ゼミ」と併せて受講すると下記の割引が適用されます（税込）。 
「ゼミ（全科目）」との併用…3,300円割引
「ゼミ（２科目）」との併用…1,650円割引

論理エンジン

１7：3０～１8：5０

１9：3０～20：5０

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

②月

①月



1月

～

3月

Ⅰ期
英・数・国・理・社
AI英・AI数

英・数・国・理・社
AI英・AI数

英・数・国・理・社

英L・論理・AI・新国語

中3

9月
～

12月

1月

～

3月

9月

～

12月

Ⅰ期
英・数・国・理・社
AI英・AI数

英L・論理・AI・新国語

英・数・国・理・社
AI英・AI数

19:30～21:55

19:30～21:55

19:10～21:55

19:30～21:55

19:30～21:55

13:00～18:30

19：10～20：30

18:15～21:55

18:15～21:55

13:00～18:30

19：10～20：30

19:30～21:55

19:30～21:55

19:30～21:55

19:30～21:55

13:00～18:30

18:15～21:55

18:15～21:55

13:00～18:30

19:30～21:55

19:30～21:55

19:10～21:55

19:30～21:55

19:30～21:55

19:30～21:55

19:30～21:55

19:10～21:55

19:30～21:55

19:30～21:55

火

木

土

火

木

火

木

火

木

火

木

土

火

木

土

火

木

土

火

木

火

木

土

火

木

英・数・国・理・社
（公立模試）

土曜合格特訓

土曜合格特訓

論理

論理

英・数・国・理・社

土曜合格特訓

英・数・国・理・社
（公立模試）

土曜合格特訓

上記の内容とあわせて、｢公立模試｣コースがスタートします。毎回、各都道府県の
入試問題をテスト形式で解き、解説授業を行います。入試問題に解き慣れ、弱点
克服を行い、答案作成能力などの「得点力」を身につけます。

上記の内容とあわせて、｢公立模試｣コースがスタートします。毎回、各都道府県の
入試問題をテスト形式で解き、解説授業を行います。入試問題に解き慣れ、弱点
克服を行い、答案作成能力などの「得点力」を身につけます。

加古川東・明石北･加古川西・小野など公立高校合格を目指し、基礎力から、応用力を養
成します。定期テスト前は定期テスト対策を実施します。英語、数学、国語、理科、社会
のライブ講義を行います。加えて英語、数学はAIでの演習を行います。

上記の内容とあわせて、｢土曜合格特訓｣がスタートします。中1から中3までの内
容の総復習をしながら、実践力を養います。

上記の内容とあわせて、｢土曜合格特訓｣がスタートします。中1から中3までの内
容の総復習をしながら、実践力を養います。

加古川東・明石北･加古川西・小野など公立高校合格を目指し、基礎力から、応用力を養
成します。定期テスト前は定期テスト対策を実施します。英語、数学、国語、理科、社会
のライブ講義を行います。加えて英語、数学はAIでの演習を行います。

英・数・国・理・社
AI英・AI数

英L・論理・AI・新国語

英・数・国・理・社
AI英・AI数

加古川東・明石北･加古川西・小野など公立高校合格を目指し、基礎力から、応用力を養
成します。定期テスト前は定期テスト対策を実施します。英語、数学、国語、理科、社会
のライブ講義を行います。加えて英語、数学はAIでの演習を行います。

公立高校受験標準
記述力強化コース

公立高校受験
週2回

学 年 クラス名 時 間科 目 曜日

■夏休み期間中の時間帯は、別途ご案内いたします。　■フォローデーは、月曜の19:30～21:30で実施します。欠席者は必ずご参加ください。
■中３の「公立高校受験週2回」は、9月からは週3回の受講となります。

中２

中1

中3

～

中１
レプトン

19：3０～20：3０

19：3０～20：3０

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

①月

②火

19：1０～20：10③土

17：30～18：5０③土

④土

中3

～

中１

すべての教科の学習の土台となる「論理力」をレベル別テキストにより鍛えます。授業は
「問題演習」⇒「チェック指導」⇒「レベルクリアテスト」という流れをレベルごとに行
います。それぞれの適したレベル、ペースで学習を進めることで着実に論理力を積み上
げます。また、受験国語力（説明的・文学的文章）の強化にも最適な講座です。
ゼミと併せて受講すると3,300円の割引が適用されます（税込）。

コミュニケーション英語に必要な「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの能力をバラン
スよく身につけます。豊富なレベル別のテキストを自立型学習で行うレプトン授業と日
常生活の様々なシーン別の英会話を実践する英会話授業の２つのスタイルで「世界で通
じる英語力」を育てます。
「ゼミ」「論理エンジン」のいずれかと併せて受講すると下記の割引が適用されます（税込）。
・レプトン週1回受講…1,650円割引
・レプトン週2回受講…3,300円割引
・レプトン週3回受講…4,950円割引

中3

～

中１
AI特訓講座 個別コースの時間割で

学習します。

学 年 クラス名 曜日・時 間 クラス概要科 目

理
通常ゼミに加えて、理科の弱点克服を行いながら先行学習に取り組むオプション講座
です。豊富な問題による演習が可能、理科の補強・強化に最適なプログラムです。特に、
物理・化学分野の計算問題への対応にも効果があります。

論理エンジン

１7：3０～１8：5０

１9：3０～20：5０

１9：1０～20：3０

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

②月

①月

■レプトンの夏休み期間中の時間帯は、別途ご案内いたします。　■論理エンジンは、8月は休講になります。

中学3年生～中学１年生 オプション講座（ゼミと併せての受講をおすすめします。）

クラス概要

中学3年生～中学１年生

公立高校受験週2回

公立高校受験標準
記述力強化コース

公立高校受験週2回

公立高校受験標準
記述力強化コース

加古川東・明石北・加古川西・小野など公立上位高校を目指し、基礎力から応用力までを養成します。定期テス
トの約2週間前から定期テスト対策を実施します。英語・数学・国語・理科・社会のライブ授業を行い、加えて
英語・数学はAIでの演習を行います。
土曜日は、論理エンジン、英語リスニング＆スピーキング、新国語、AI演習を行います。リスニング＆スピーキン
グでは入試でのリスニングの難化、中学校の英語の授業のオールイングリッシュ化に対応していきます。
新国語（Ⅰ期のみ開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッションを通じて問題を解決す
る力を養います。また、毎回200字程度の意見作文を作成し、添削を通じて記述力の強化を図ります。

加古川東・明石北・加古川西・小野など公立上位高校を目指し、基礎力から応用力までを養成します。定期テス
トの約2週間前から定期テスト対策を実施します。英語・数学・国語・理科・社会のライブ授業を行い、加えて
英語・数学はAIでの演習を行います。
土曜日は、論理エンジン、英語リスニング＆スピーキング、新国語、AI演習を行います。リスニング＆スピーキン
グでは入試でのリスニングの難化、中学校の英語の授業のオールイングリッシュ化に対応していきます。
新国語（年５回開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッションを通じて問題を解決する
力を養います。また、毎回200字程度の意見作文を作成し、添削を通じて記述力の強化を図ります。

加古川東・明石北・加古川西・小野など公立上位高校を目指し、基礎力から応用力までを養成します。定期テス
トの約2週間前から定期テスト対策を実施します。英語・数学・国語・理科・社会のライブ授業を行い、加えて
英語・数学はAIでの演習を行います。
土曜日は、論理エンジン、英語リスニング＆スピーキング、新国語、AI演習を行います。リスニング＆スピーキン
グでは入試でのリスニングの難化、中学校の英語の授業のオールイングリッシュ化に対応していきます。
新国語（年５回開講）では、アクティブラーニング形式で深く思考しディスカッションを通じて問題を解決する
力を養います。また、毎回200字程度の意見作文を作成し、添削を通じて記述力の強化を図ります。

集団コース plus AI［本科ゼミ］

土

土



公立中学進学標準

能開リトル

公立中学進学基礎 17:00～19:10木

～

17:00～19:10火

算・国 17:00～19:10

17:00～19:10

木

木

17:00～19:10火

17:00～19:10

17:00～19:10

木

火

算・国

理・社・英

小6

12月から英語・数学をスタートし、中学生の学習の土台を築きます。理科・社会
も中学生内容の学習を先取りします。
また、算数・国語は小学内容の総まとめを行い、中学生へ向けて完成させます。

12月から英語・数学をスタートし、中学生の学習の土台を築きます。理科・社会
も中学生内容の学習を先取りします。
また、算数・国語は小学内容の総まとめを行い、中学生へ向けて完成させます。

公立TOP高合格を目指し、算数・国語に絞り、小学6年生で学習する内容を中心
に基礎力から応用力を養成します。｢勉強のしかた｣に力点を置き、中学生に必要
な学習法を身につけます。

公立TOP高合格を目指し、小学5年生で学習する内容を中心に基礎力から応用
力を養成します。｢勉強のしかた｣に力点を置き、中学生に必要な学習法を身につ
けます。

公立中学進学基礎

3月～
１１月

12月～
2月

3月～
１１月

12月～
2月

算・国・理・社・英

算・国

17:00～19:10木

17:00～19:10

17:00～19:10

火

木英・数・
算・国・理・社

英・数・
算・国・理・社

公立TOP高合格を目指し、小学6年生で学習する内容を中心に基礎力から応用
力を養成します。｢勉強のしかた｣に力点を置き、中学生に必要な学習法を身につ
けます。

公立中学進学標準

学 年 クラス名 時 間科 目 クラス概要

クラス概要

曜日

■夏休み期間中の時間帯は、別途ご案内いたします。　
■フォローデーは、毎週月曜の17:00～19:00で実施します。欠席者は必ずご参加下さい。
■小学6年生は12月より6科目受講（英・数・算・国・理・社の週2回）が必須となります。
■小学部のAI学習は、個別コースでの受講となります。

小5

算・国（2科目） 17:00～19:10火
または

算または国（1科目） 17:00～18:20木

低学年のうちから「正しい勉強の仕方」と「毎日の学習習慣」を身につける演習
講座です。基礎・基本の完全習得を目指します。算数・国語のいずれか１科目か
ら受講できます。

学 年 クラス名 時 間科 目 曜日

能開リトル小学4年生～小学1年生

■フォローデーは、毎週月曜の17:00～19:00で実施します。欠席者は必ずご参加下さい。

公立TOP高合格を目指し、算数・国語に絞り、小学5年生で学習する内容を中心
に基礎力から応用力を養成します。｢勉強のしかた｣に力点を置き、中学生に必要
な学習法を身につけます。

小学6年生・小学5年生 集団コース plus AI［本科ゼミ］

小4

小1



小6

～

小１

学 年 クラス名 時 間曜 日

コミュニケーション英語に必要な「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの能力
をバランスよく身につけます。
豊富なレベル別のテキストを自立型学習で行うレプトン授業と日常生活の様々
なシーン別の英会話を実践する英会話授業の２つのスタイルで「世界で通じる
英語力」を育てます。
「ゼミ」「論理エンジン」「アルゴクラブ」のいずれかと併せて受講すると下記
の割引が適用されます（税込）。
・レプトン週1回受講…1,650円割引
・レプトン週2回受講…3,300円割引
・レプトン週3回受講…4,950円割引
・レプトン週4回受講…6,600円割引

レプトン

①17:00～18:00
月

②18:10～19:10
③17:00～18:00火
④18:10～19:10
⑤ 9:30～10:30土
⑥10:40～11:40
⑦12:50～13:50

土
⑧14:00～15:00
⑨16:00～17:00

土
⑩17:10～18:10

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

算数オリンピック委員会・東大数学科学生・ピーターフランクル氏・「算数脳」の
著書で有名な高濱正伸先生が共同開発した低学年向けの数理教育システムで
す。
図形センスや読み取り能力・論理性の向上など、遊びながら楽しく学べるプログ
ラムとなっています。
「ゼミ」と併せて受講すると1,650円の割引が適用されます（税込）。

アルゴクラブ

16:00～17:30
12:50～14:20
17:40～19:10
12:50～14:20
17:40～19:10
14:50～16:20

小3

年長
の
3年間

～

①木
②土
③木
④土

1年目クラス

2年目クラス

3年目クラス
⑤木
⑥土

小学6年生～年長 オプション講座（ゼミと併せての受講をおすすめします。）

クラス概要

■レプトン、アルゴクラブの夏休み期間中の時間帯は、別途ご案内いたします。
■論理エンジンは、8月は休講になります。

小6
・
小5

AI特訓講座 個別コースの時間割で
学習します。

学 年 クラス名 曜日・時 間 クラス概要科 目

算
通常ゼミに加えて、算数の弱点克服を行いながら先行学習に取り組むオプショ
ン講座です。

17：30～18：5０③土

19：1０～20：3０④土

小6

～

小4

すべての教科の学習の土台となる「論理力」をレベル別テキストにより鍛えま
す。授業は「問題演習」⇒「チェック指導」⇒「レベルクリアテスト」という流れを
レベルごとに行います。それぞれの適したレベル、ペースで学習を進めることで
着実に論理力を積み上げます。算数の文章題、国語の長文読解問題への対応力
の強化に最適な講座です。
「ゼミ」と併せて受講すると下記の割引が適用されます（税込）。
「公立中学進学標準」との併用…3,300円割引
「公立中学進学基礎」との併用…1,650円割引

論理エンジン

１7：3０～１8：5０

１9：3０～20：5０

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

②月

①月



超難関、難関私立中学校への合格、および中高一貫校対策を行うクラスです。
算国理社を学習し、総合的な学習の中で、基礎単元を固めます。平日は、週3回
の授業曜日から個人ごとに必要な学習時間を選択していただく「選択式固定
制」で、四谷大塚の映像授業システム「予習ナビ」を活用した授業を行い、土曜
はテストを行います。
四谷大塚システムの「四谷大塚予習ナビ」では、毎月実施される「組分けテス
ト」にて実力を把握し、結果に応じて「クラス別授業」を受講します。
また、習い事による受講曜日でお悩みの場合や、遅い帰宅時間に悩まれている
場合も「四谷大塚ナビ」ならば完全バックアップします。個人ごとに一週間の受
講日程を担任との相談の上、ある程度自由に決定することができるので、ご家庭
の事情に合わせた中学受験勉強を始めることができます。

入試終了後の２月・３月

小学6年生～小学4年生

四谷大塚週テスト 9:30～12:00土※

２学期の終わり頃にお知らせします。英・数

小6

中学進学に備え、英数の基礎を学習します。

4科目
コース
・
3科目
コース

4科目
コース
・
3科目
コース

4科目
コース
・
3科目
コース

月

予習ナビ
（算国理社）

火

金

難関私立中学校への合格を目指し、受験合格に必要な応用力の養成をします。
「完全個別対応型の私立中学受験コース」として、四谷大塚システムを取り入れ
ます。
平日は、週3回の授業曜日から個人ごとに必要な学習時間を選択していただく
「選択式固定制」で、四谷大塚の映像授業システム「予習ナビ」を活用した授業
を行い、土曜はテストを行います。
四谷大塚システムの「四谷大塚予習ナビ」では、毎月実施される「組分けテス
ト」にて実力を把握し、結果に応じて「クラス別授業」を受講します。
また、習い事による受講曜日でお悩みの場合や、遅い帰宅時間に悩まれている
場合も合格までの最短路を担任が模索し、受験生、そしてご家庭を完全バック
アップします。

四谷大塚
受験クラス
（S,C,B,A）

四谷大塚週テスト 9:30～12:00土※

月

予習ナビ
（算国理社）

火

金

四谷大塚
受験クラス
（S,C,B,A）

四谷大塚
受験クラス
（C,B,A）

学 年 クラス名 時 間科 目 クラス概要曜日

■小6の合不合判定テスト・組分けテスト、小5の組分けテストは日曜日実施となります。
■小4の組分けテストは土曜日開催で9：30～12：00となります。

小5

小4

四谷大塚中学受験クラス

四谷大塚週テスト 9:30～12:00土※

月

予習ナビ
（算国理社）

17:00～21:40

17:00～21:40

17:00～21:40

17:00～21:40

17:00～21:40

17:00～21:40

17:00～21:40

17:00～21:40

17:00～21:40

火

金

月時　間 水火 金木

◆登塾時間は17：00、帰宅時間は20：30か21：40かを選択
◆遅れての参加、早めの帰宅も可能です。まずはご相談ください。
◆週間内のスケジュールは固定制　◆上記ゼミ中に学校課題をすることも考慮し、一括管理します。

17:00～17:15

17:15～19:00

19:00～19:30

19:30～20:30

20:40～21:30

21:30～21:40

朝 礼

ゼミ

軽食

ゼミ

ゼミ

終 礼

朝 礼

ゼミ

軽食

ゼミ

ゼミ

終 礼

土時　間 日

9:30～12:00

12:00～12:30

12:30～17:00

軽食

速読

論理

Lepton

週テスト
朝 礼

ゼミ

軽食

ゼミ

ゼミ

終 礼

自
宅
学
習
日

自
宅
学
習
日

自
宅
学
習
日

ゼミの１週間の流れ

選択式固定制

小6

小4～

すべての教科の学習の土台となる「論理力」をレベル別テキストにより鍛えま
す。授業は「問題演習」⇒「チェック指導」⇒「レベルクリアテスト」という流れ
をレベルごとに行います。前述の適したレベル、ペースで学習を進めることで着
実に論理力を積み上げます。

小学6年生～小学4年生 オプション講座（予習ナビと併せての受講をおすすめします。）

〈四谷大塚生対象〉
論理エンジン 15:05～16:25

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

土

小6

小4～

一人ひとりの読書速度に合わせた速読トレーニングを通して、文章や資料などの
たくさんの情報を処理する「読む力」を鍛えます。速読解力トレーニング講座 14:00～14:40

学 年 クラス名 時 間 クラス概要曜 日

土



高 校 部

高3

～

高１

AI教材を使用し、強化が必要な科目や単元を最短で伸
ばしていきます。弱点単元や入試頻出単元も、ピンポイ
ントで大学受験対策として効率よく学習できます。
「自調自考タイム（週1回開講）」では、個々に応じた課
題や演習、面談などを行います。自分で考えて課題を選
び、参考書などを利用して学ぶことで、自分で調べて学
ぶ力と計画性を身につけます。

①17:00～18:20

②18:30～19:50

③20:00～21:20

学 年 科　目 時 間 クラス概要曜 日

月・火・木・

金・土

①17:00～18:20

②18:30～19:50

③20:00～21:20

月・火・木・

金・土

個別コース with AI

数学ⅠA・数学ⅡB・数学Ⅲ・
物理基礎・物理・化学基礎・化学・

生物基礎・生物・英語

AI選択科目

自調自考タイム（週1回）
必須科目

中 学 部

中3

～

中１

AI教材を使用し、まずは学校の成績を上げることを目
標に、弱点の早期克服と基礎の完成を目指します。ま
た、高校受験に向けた総合力の強化も行い、中３の秋か
らは本格的な入試実践対策に取り組みます。
「自調自考タイム（週1回開講）」では、個々に応じた課
題や演習、面談などを行います。自分で考えて課題を選
び、参考書などを利用して学ぶことで、自分で調べて学
ぶ力と計画性を身につけます。

学 年 科　目 時 間 クラス概要曜 日

個別コース with AI

英語・数学・国語・
理科・社会

AI選択科目

自調自考タイム（週1回）
必須科目

※下記に加え、「新国語」を年5回（5月・6月・9月・10月・11月）
実施します。

※下記に加え、「新国語」を年5回（5月・6月・9月・10月・11月）
実施します。

■スタンダードコース

自調自考タイム
週1回

新国語
年5回

※atama＋の受講科目は自宅では時間無制限に受講できます。　※上記全てのコースで「自調自考タイム週1回」「新国語年5回」の受講(無料)が必須となります。

80分×週２コマ
2科目まで自由に組み合わせできます。
受講例

例1 英語（80分） 数学（80分）

例2 数学（80分） 数学（80分）

■アドバンスコース

自調自考タイム
週1回

新国語
年5回

80分×週３コマ
３科目まで自由に組み合わせできます。
受講例

例1 英語（80分） 数学（80分）

例2 数学（80分） 数学（80分）

理科（80分）

理科（80分）

■アンリミテッドコース

自調自考タイム
週1回

新国語
年5回

80分×週5日まで通い放題
科目無制限で受講できます。

英語（80分） 数学（80分） 理科（80分）

週５日内で自由に組み合わせ可能

中学部 受講コース一覧 高校入試に向けた総合力強化、弱点の徹底克服など、それぞれの学習目標に応じたコースを選択していただけます。

■スタンダードコース

自調自考タイム
週1回

新国語
年5回

※atama＋の受講科目は自宅では時間無制限に受講できます。　※上記全てのコースで「自調自考タイム週1回」「新国語年5回」の受講(無料)が必須となります。

80分×週２コマ
2科目まで自由に組み合わせできます。
受講例

例1 英語（80分） 数学（80分）

例2 数学（80分） 数学（80分）

■アドバンスコース

自調自考タイム
週1回

新国語
年5回

80分×週３コマ
３科目まで自由に組み合わせできます。
受講例

例1 英語（80分） 数学（80分）

例2 数学（80分） 数学（80分）

理科（80分）

理科（80分）または
社会（80分

■アンリミテッドコース

自調自考タイム
週1回

新国語
年5回

80分×週5日まで通い放題
科目無制限で受講できます。

英語（80分）

社会（80分）

数学（80分） 理科（80分）

週５日内で自由に組み合わせ可能

高校部 受講コース一覧 共通テストに対応できる基礎力養成、学校内容の定着など、それぞれの学習目標に応じたコースを選択していただけます。

■理科は1科目の中で【物理基礎・物理・化学基礎・化学・生物基礎・生物】すべて選択可能です。
■国語は論理エンジンを使用した指導になります。

■英・数・理・社すべてAI教材「atama+」を使用する授業になります。　■理科・社会は隔週で受講できます。
■国語は論理エンジンを使用した指導になります。



■基本Aコース
個別通常授業の算数に、論理エンジン・速読を組み合わ
せたコース。算数の基礎固めを中心に、速読で読む速さ
を鍛え、じっくりと国語の読解力を養います。

速読
（40分）

算数
（80分）

■基本Bコース
個別通常授業の算数と、論理エンジン教材を
用いた国語と速読トレーニングを組み合わせ
たコース。算数の基礎固めを中心に、国語の速
読解力を養います。

論理エンジン
(80分) 算数

（80分）
国語

（80分）

■総合コース
個別通常授業の算数と論理エンジン・速読を組み合
わせた国語、英語を加えたコース。算数・英語の基礎
力と国語の速読解力をバランス良く養います。

英語
（80分）

国語
（80分）

算数
（80分）

小 学 部

高校生
中学生
小学生

高校生
中学生
小学生

高校生
中学生

小学生

小学生

中学生
小学生

すべての教科の学習の土台となる「論理力」をレベル別テキストにより鍛えま
す。授業は「問題演習」⇒「チェック指導」⇒「レベルクリアテスト」という流れを
レベルごとに行います。それぞれの適したレベル、ペースで学習を進めることで
着実に論理力を積み上げます。

通常授業と同じ時間割で開講します。論理エンジン

学 年 クラス名 クラス概要曜日・時間

英語の入試攻略に必須の長文読解力を鍛えるために、読む速度の向上とともに
処理スピードをアップさせる講座です。また、文法や語彙、リスニングのトレーニ
ングも充実しており、バランスよく英語学習を進められます。

英文読解多読レッスン

学 年 クラス名 曜日・時間 クラス概要

これからの入試や新しい学習指導要領で重視される「読解力」を鍛える講座で
す。「文章や資料を速く正確に読み解く力」「物事を論理的に考え正解を導き出
す力」を伸ばします。

多くの小学生がつまずく算数の文章題の読解力を伸ばすトレーニング講座で
す。物事を多角的に見て考えをまとめ、論理的に説明できる力を養います。

文章を読み解くために必要な「読解力」に焦点を絞り、「語い力」「文法力」「論
理力」の３つの分野を鍛えるトレーニングを行います。

速読解力トレーニング講座

思考力トレーニング講座

語い・文法・論理トレーニング講座

学 年 クラス名 曜日・時間 クラス概要

①17:00～18:20

②18:30～19:50

③20:00～21:20

月・火・木・

金・土

高校生・中学生・小学生 オプション講座（通常授業と併せての受講をおすすめします。）

小6

～

小１

算数・英語の先行学習や弱点補強をAI教材を用い
て行います。また、ノートのとり方、参考書の使い
方、学習計画のたて方など、成績を上げるための勉
強の仕方についてもあわせて指導します。
国語では、文章を速く正確に、論理的に読み解くト
レーニングを行います。

学 年 科　目 時 間 クラス概要曜 日

個別コース with AI

算 数

英 語

国 語

※通常授業の欄を参照してください。

通常授業と同じ時間割で開講します。
※通常授業の欄を参照してください。

タブレットを用いて、算数は「計算」、国語は「語い・漢字」、英語は「英単語」に
特化した暗記学習に取り組みながら、すべての学力の土台となる基礎力を効率よ
く身につけていきます。
基礎力を養うことで、得点力向上につなげます。

DOJO

学 年 クラス名 曜日・時間 クラス概要

通常授業と同じ時間割で開講します。
※通常授業の欄を参照してください。

通常授業と同じ時間割で開講します。
※通常授業の欄を参照してください。

■AI教材「atama+」を使用する授業と、テキスト教材を用いた演習中心の授業を選択できます。
※国語は「atama+」での授業はありません。

小学部 受講コース一覧 学校内容の定着、中学進学に向けた基礎固めなど、それぞれの学習目標に応じたコースを選択していただけます。


