
授業回数
高3 高2 高1

 週2回 25,000円 23,000円 21,000円

 週1回 13,000円 12,000円 11,000円
中3 中2 中1

 週2回 19,000円 17,000円 15,000円

 週1回 10,000円 9,000円  8,000円

月謝　(※1)

小学生コース
●一人ひとりに目の行き届く個別指導の授業です ●国語
の並行指導があります ●御室、花園、安井小学校の生徒
が通塾しています。
教科選択：算国理社　
時間：<小6-4>１コマ90分　<小3-1>１コマ60分　

■小学生ゼミ
●基礎から丁寧にわかりやすく学ぶ授業です。

■中学受験特進ゼミ
●公立・私立中学を受験する方のための授業です。

公立中学生コース
●一人ひとりに目の行き届く個別指導の授業です ●国語
の並行指導があります ●定期テスト時に無料の補習があ
ります ●双ヶ丘、北野、蜂ケ丘、嘉楽中学校の生徒が通
塾しています。
教科選択：英数国理社　時間：1コマ 90 分

■公立中学生 ( 高校受験 )ゼミ
●基礎から丁寧にわかりやすく学ぶ授業です。

■高校受験特進ゼミ
●公立・私立の難関校受験をめざす方のための授業です。

高校生・高卒生コース
●一人ひとりに目の行き届く個別指導の授業です ●勉強
したい教科をどれでも学習できます ●定期テスト時に無
料の補習があります ●山城、紫野、北嵯峨、京都工学院
高校の生徒が通塾しています。（時間：1コマ 90 分）

■高校生ゼミ
●学校の成績アップを目標とする授業です。

■大学受験特進ゼミ
●国公立・関関同立などの大学進学をめざす授業です。

中高一貫校ゼミ
●中高一貫校に通う生徒の成績アップを目標とする個別
指導です ●勉強したい教科をどれでも学習できます ●定
期テスト時に無料の補習があります ●洛星、高槻、東山、
大谷、文教、ノートルダム、京都学園、花園、明徳、京
都教育大附属の生徒が通塾しています。（時間：1 コマ
90 分）

テスト対策ゼミ
●希望教科を希望回数で学習する授業です。一人ひとり
に目の行き届く個別指導の授業です ●クラブが忙しくて塾
に通う暇がない方、ポイントを押さえた授業で内申点アッ
プを図りたい方などに便利です。（時間：1コマ 90 分）

入塾金不要。授業料の他に教材費 ( 実費 )・維持費 ( 定期テスト
ごと / または毎月 1,000 円 ) が必要です。費用はすべて税込表示
です。

家庭教師
●１対１の個人授業です ●経験豊富な講師が、ポイント
を押さえて分かりやすく丁寧に指導します ●一人でじっく
り落ち着いて学習したい方に向いています ●授業の日時
と内容はご相談の上で決定します ●ご希望により、ご自
宅に出向きます。（時間：1コマ 90 分）

授業料の他に、入塾金 10,000 円・教材費 ( 実費 )・維持費
(1,000 円 / 月 )、自宅出張の場合は、講師出張料 (500 円 / 回 )・
講師交通費 ( 実費 ) が必要です。費用はすべて税込表示です。

■合格実績 (高校）
　平 30　　龍大附平安、洛南（海パ）、清明他
　平 29　　紫野、塔南、工学院、京都学園 (特A) 他
　平 28　　北嵯峨、鴨沂、朱雀、亀岡、東宇治他

■合格実績（大学）
　平 30　　滋賀（教）、京都市芸（音）、龍谷（営）他
　平 29　　京都教育（教）、龍谷（農）

■合格実績（中学）
　平 30　　京都学園（一貫）、花園（ス）、光華
　平 29　　ノートルダム（総）

■あさのは塾とは…
１．京都大学出身の塾長が指導する個別指導塾です
２．国語を重視して、全教科の学力の底上げを図ります
３．ノートの書き方から家庭学習の仕方まで、勉強方法を           
　　具体的に指導します
Ｑ．どんな形式の授業ですか？
　Ａ．小さなブースを取り払った開放スペースでの個別指導です。
　　   大きなホワイトボードを利用し、わかりやすく授業します。
Ｑ．前学年の復習はできますか？
　Ａ．はい。必要に応じて、過去の勉強にさかのぼり、わかると
　　　ころから丁寧にやり直します。
Ｑ．塾では宿題が出ますか？
　Ａ．生徒さんに合わせて違う量の宿題が出ます。 

●入塾は随時受け付け、初月の月謝
は週割り計算します ●1 週間の授業
回数をさらに増やすことが出来ます
●授業日時はご相談の上で決定しま
す ●無料体験授業を実施していま
す。お気軽にご参加ください。

中学・高校・大学受験　国語付き個別指導
お問合せ・お申込は TEL.465-0839 まで

国語・読解力養成ゼミ
■ベーシック・クラス
●読解力とは論理的思考力のことです。論理の流れに沿
って事実を再構成できるように練習します。
（時間：1コマ 45 分）
［内容］・市販の「ふくしま式」教材　・補助プリント
　　　・本の音読　・漢字の読み書き

■アドバンス・クラス
●たとえば、「アリストテレス」について予備知識があれば、ギリシア思想、目的論と
機械論、科学革命などに話が広がります。キーポイントになるテーマを押さえることで、
効果的に知識の幅を広げ、広い分野の文章に対応できるようになります。
●このクラスでは毎回テーマを決めて文章を読み、関連知識を押さえて読解能力を高
める手助けを行います。（時間：1コマ 90 分）

英語力養成ゼミ
■時事英語クラス
●中学英語が日常会話への扉だとすれば、高校英語は世界の出来事へ開かれた窓だと
言えるでしょう。ネットで海外サイトにアクセスすれば、英語でどれだけ多様な情報が
得られるか、目を瞠ることと思います。
●この授業では、海外の読みやすいニュース記事を選び、生きた英語を通じて、幅広
く抵抗なく英文を読み解く力を身につけます。（時間：1コマ 90 分）

■洋書速読クラス
●英語を学ぶ楽しみの一つは、英米文学の作品を、直接原書で読むことです。この授
業では、オー・ヘンリー、ヘミングウェイ、カズオ・イシグロなど、日本人にわかりやすく、
親しみやすい作家を取り上げて、速読の方法を学びます。（時間：1コマ 90 分）

※1)月謝の他に、入塾金 10,000 円・教材費 ( 実費 )・補助教材費 (300 円 /月，4・10月に一括納
入 )・冷暖房費 (年2回，2,000円 /回 )・模試受験料 (公立中・小のみ，年3回，2,500円～3900円 /回 )
が必要です。費用はすべて税込表示です。

小6～4 小3～1

 週2回 （2教科） 12,000円  8,000円

 週1回 （1教科）  6,000円  4,000円

授業回数
（教科数の目安）

月謝　(※1)

小６ 小５ 小４

 週2回 （2教科） 21,000円 19,000円 17,000円

 週1回 （1教科） 11,000円 10,000円 9,000円

授業回数
（教科数の目安）

月謝　(※1)

中3 中２ 中１

 週3回 （4教科） 24,000円 21,000円 18,000円

 週2回 （2教科） 16,000円 14,000円 12,000円

 週1回 （1教科）  8,000円  7,000円  6,000円

授業回数
（教科数の目安）

月謝　(※1)

中3 中2 中1

 週3回 （4教科） 31,000円 28,000円 25,000円

 週2回 （2教科） 21,000円 19,000円 17,000円

 週1回 （1教科） 11,000円 10,000円 9,000円

授業回数
（教科数の目安）

月謝　(※1)

高3・高卒 高2 高1

 週2回 20,000円 18,000円 16,000円

 週1回 10,000円  9,000円  8,000円

授業回数
月謝　(※1)

高3・高卒 高2 高1

 週2回 25,000円 23,000円 21,000円

 週1回 13,000円 12,000円 11,000円

授業回数
月謝　(※1)

学年 高３～小４

授業料 1,500円/時 高3・中3・小6
（受験対策の授業）

その他の学年
（受験対策でない授業）

授業料 3,000円/時 2,500円/時

月謝　(※1)

小6～4

 週2回 8,000円

 週1回 4,000円

授業回数

高3・高卒 高2 高1

 週1回 13,000円 12,000円 11,000円

授業回数
月謝　(※1)

高3・高卒 高2 高1

 週1回 13,000円 12,000円 11,000円

授業回数
月謝　(※1)

月～土

1 午後 2:00～3:30

2 午後 3:30～5:00

3 午後 5:00～6:30

4 午後 7:00～8:30

5 午後 8:30～10:00

授業時間割


