
スマイルゼミ寺子屋
トップ校を目指す進学塾ではありません。（部活・習い事・用事・体調等の都合での）日時の悩み/今までの勉強

不足や勉強のやり方がわからない・勉強する場がほしい等の学習の悩み/（家庭環境や景気経済状況等で

の）月謝
げっしゃ

・講習費
こうしゅうひ

の悩み等で『困っている生徒や困っている家庭を応援・手助けする塾』です。 

基礎
き そ

・基本
き ほ ん

を中心に教える塾です。 勉強が苦手
に が て

な生徒でも大丈夫
だいじょうぶ

です。  わからないことが、たくさん

あっても、恥
は

ずかしい気持ちにならないで学べる所です。   無料
むりょう

送迎
そうげい

ワゴン車 ＆ 家計
か け い

に考慮
こうりょ

した費用 ＆ 

振替授業・補習授業 ＆ 映像授業 ＆ 毎日いつでも自習OK ＆ 優しい先生達と楽しく・気持ち良く学べる

塾です。 家庭的な、児童館のような、図書室のような、 “寺子屋”の名の通り誰
だれ

でも日常的
にちじょうてき

に集
つど

えるところです。

月謝 7,700 円～  （割引価格あり

集団授業（アクティブラーニングを取り入れています）、

みんなで 明るく、 楽しく、張り切って 学べる。 

学年や学校や科目によっては、設置されていない集団授業

もありますのでお問い合わせ下さい。 

月謝  8,800 円～ （割引価格あり  1授業（80 分間）当たり2,200 円 月謝 5,720 円 （割引価格あり） 

個別指導 小学生 英語（小１～小６） 

木曜日又は金曜日の 17：20～18：40

中学校に入る前に、英語に慣れよう。 
小１～小６  中１～中３ 

～高校生・大人 

国・算数・英・理・社 

日時が選べる。 

基礎～発展まで 

自分にぴったり 

合った勉強ができます。

ニッケン・アカデミー 
映像 授業が開講。月謝1,100 円

～。小学校の基礎から、大学受験まで た

くさんの講座が、低価格で学べる。時間

の自由がきく！！  

自宅の PC でも 

スマホでも 

勉強できる！ 

児コミ学童保育 小１～小６ 
◎放課後～20：15 まで
春休み・夏休み・冬休み
は 7：00～20：15 まで

◎小学校迎え＆自宅送り；
送迎ワゴン車あり！！

◎週に１日からＯＫ！！
月謝；5,500円～16,500 円
◎毎日、30分間～1時間くら
いの『勉強タイム』があります。

飯森先生の習字教室
幼児 小学生～大人

月に3 回 3850 円 

（火；15：00～ ） 

ベテラン飯森先生

が、基礎から 

個々に合わせた

レベルで丁寧に指導します 。（＾－＾） 

☆中３神奈川全県模試、12/3（日）1/4（日）3,300円。←ご相談ください。☆中２と中１神奈川全県模試、12/10（日）3/25（日）2,200円。 ←ご相談ください。

☆英検10/7（土）←締め切り9/13（水） ☆漢字検定11/10（金）←締め切り10/10（火） ☆算数・数学検定12/2（土）←締め切り10/27（金）  

神奈川全県模試 無料補習あり・自習できます 土・日の講習 てらこや農園 ご相談下さい。

画像は８月27日 中３ の様子 『一日で中一の英文法の基礎 

すべてやります講座』の様子

無学年・・もう一度 過

去の学年の内容を学び

たいコース』例えば中３

だけど、小学校の算数や中１の英

語を学びたい。   月謝8,800円

～ 

『ひとり親家庭』『経

済的ご相談対応コー

ス』月謝通常の月謝から1,000

円～￥5,000 円程度を割引しま

す。（ご相談うけたまわります。

とにかく相談して下さい。）

＜2017 年 9 月.10 月 無料体験 実施中 幼児～小学生・中学生～大人まで＞ 新学期 生徒募集中 ！ 

ワタナベ機工グループ 
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気軽
き が る

に  てらこや に 来
き

てみてよ！

2017 年 3 月 19 日に移転しました。伊勢原市桜台4丁目27の15=桜台小学校から南へ約75ｍ、

洋菓子＆手作りパンのカンパーニュさんの南、ＳＦＡＴ伊勢原サッカークラブさんの西、セブンイレブンさんの東、イセハラスイミングさんの南東 

無料送迎ワゴン車あり

電話 0463-26-5853 ﾌｧｯｸｽ 0463-26-5854 ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ ﾞ『スマイルゼミ寺子屋』で検索できます 

塾講師・児コミの先生・送迎ドライバー 募集中 



スマイルゼミ寺子屋平常授業2017年度の費用表 （月謝）

習字教室（月に 3回、火曜日） 
幼児から中学生まで 15：00～18：30の間の時間。 

何時でも。何分間でも。 

  月謝 3,500円 

高校生以上 月謝4,000円 

ニッケン アカデミー 
（映像授業） 

自宅の ＰＣ やスマホ でも 
できます。 

数学 一直線（小学校の基礎～大学受験レベル） 月謝3,000円→ただ今キャンペーン月謝1,000円 

英語  一直線（英語の入門レベル～大学受験レベル） 月謝3,000円→ただ今キャンペーン月謝1,000円 

ｅ－ｓｃｈｏｏｌ（イースクール）小・中学生の英数国理社・英検・数検 月謝3,000円→ただ今キャンペーン月謝1,000円 

寺子屋のパソコン教室のPCで、毎日 （   ～21：40 ）使用できます。 

学 年 月 謝 

小学生 

個別指導 

(２～３人くらい) 80分

授業 

小１～小６ 
国 算 英 理 社 

漢検・数学検定など 

月 4回 8,000円 

月 8回 15,000円 

月 12回 22,000円 

集団 英語  80分授業 小1～小６ 
月曜15：50～17：10。 木曜17：20～18：40。 

金曜15：50～17：10。 金曜17：20～18：40。 
週1回（月に 4回程度） 5,200円 

児コミ（平日；月曜～金曜） 

放課後～20時15分 

詳細はホームページを 

ご覧ください 

小１～小６ 

おやつ代は

一日100円

です 

毎日、30分～60分間の勉強タイム

があります。 

（春＆夏＆冬休み中は 朝 7：00から 20：

15まで） 

週に約１日ペース 5,000円 

週に約2日ペース 9,000円 

週に約3日ペース 12,000円 

週に約4日ペース 14,000円 

週に約5日ペース 15,000円 

中学生 

高校生 

個別指導(2～３人くらい) 

80分授業  

15：50～17：10 

17：20～18：40 

18：50～20：10 

20：20～21：40 

中1 

中2 国か数か英か理か社 

月4回 ただ今月謝キャンペーン 9,500円→8,000円 

月8回 ただ今月謝キャンペーン 17,500円→15,000円 

月12回 ただ今月謝キャンペーン 25,500円→22,000円 

月16回 ただ今月謝キャンペーン 33,500円→29,000円 

月20回 ただ今月謝キャンペーン 41,500円→36,000円 

中 ３ 

高校生 
国か数か英か理か社 

月4回 ただ今月謝キャンペーン 9,500円→8,000円 

月8回 ただ今月謝キャンペーン 17,500円→15,000円 

月12回 ただ今月謝キャンペーン 25,500円→22,000円 

月16回 ただ今月謝キャンペーン 33,500円→29,000円 

月20回 ただ今月謝キャンペーン 41,500円→36,000円 

集団授業  80分授業   

中3  数英、火＆木 

の 18：50～20：10 

＆ 20：20～21：40 

集団授業を開講していない 

学年・中学校や科目があります。 

中１ 
英語または数学 週2回（月に 80分×8回程度） 7,000円 

英語と数学 週2回ずつ（月に 80分×16回程度） 11,000円 

中２ 
英語または数学 週2回（月に 80分×8回程度） 7,000円 

英語と数学 週2回ずつ（月に 80分×16回程度） 11,000円 

中３ 

英語または数学 週2回（月に 80分×8回程度） 7,000円 

英語と数学 週2回ずつ（月に 80分×16回程度）） 
11,000円 

《下記の月謝 全てに10％の諸経費がかかります》 例えば5,200円の月謝は（+520円）実質5,720円です。

☎電話 0463-26-5853 Fax 0463-26-5854

『スマイルゼミ寺子屋』で検索できます。  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http:// www.kougu-j.com/terakoya/ 〒259-1132 伊勢原市桜台４-25-17

《本格的な野球技術の向上》と《勉強》両立が方針！！ 

伊勢原ボーイズ・ウィーズ クラブ 

（中１～中３の硬式野球）選手 募集中 (̂ o^)／

詳しくはホームページ『伊勢原ボーイズ』で検索

送迎ワゴン車についてはご相談下さい 

《本格的な野球技術の向上》と《勉強》両立が方針！！

伊勢原ボーイズ・ウィーズ クラブ 

（中１～中３の硬式野球）選手 募集中  

詳しくはホームページ『伊勢原ボーイズ』で検索 

 

2017年8月30日 作成 

困っているご家庭を 応援・手助けする塾です。  月謝等の ご相談を うけたまわります。 とにかく 何でも ご相談ください。

伊勢原市桜台 4丁目 27 の15 （桜台小学校から南へ約75ｍ）に

洋菓子＆手作りパンのカンパーニュさんの南、ＳＦＡＴ伊勢原サッカークラブさんの西、セブンイレブンさんの東、イセハラ・スイミングさんの南東 
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