
 

 
 
 
 
2018年 7月～8月 《小学生・中学生～》   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団授業 1科目 ～ 5科目 
英語・数学・理科・社会・国語など   
復習 基礎 基本中心で しっかり学べます。 
 
中３；7/23（月）～8/24（金）の間の平日の20日間 
毎日12：20 ～ 13：40 と13：50 ～ 15：10 
80分授業が、1日につき1 ﾜｸ～2 ﾜｸ 

5科目×7ワク 
 充実の 計35ワク！！ 
26,400円 

個別指導 （小１～大人） 
1 ﾜｸ（80分）あたり1,650円～ 
国・算数・英・理・社など 

日時が選べます。 

基礎・基本から発展まで  

自分にぴったり合った 

勉強ができます。 

   スマイルゼミ 寺子屋 
                  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！ 楽しく学ぼう！ 

〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台4-27-15 

★桜台小学校の正門から南に70ｍ（イセハラ スイミングさんの近く） 

神奈川全県模試  

8/26（日）9：30～16：20 

★日時に都合の悪い方は、ご相談下さい。  

中３； 5科 3,300円  
中２； 5科 2,200円 
中１； ３科 2,200円  

ニッケン・アカデミー 映像講義 
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、スマホでもできます。 

夏休み中に しっかり 

小学生 英語 （小１～小６） 
会話したり、歌ったり、踊ったり、カードを使ったり、動画をみたり、ゲ

ームをしたりしながら、楽しく英語に慣れていこう (^O^) ！ 

 

『一日で○○の基礎 ほぼ すべてをやります講座』  

10：00～1６：00 ２,200円 ●約3０分間の昼ご飯休憩あり  

７月２8日（土） 『中１範囲中心の英文法』  ８月4日（土）  『中２範囲中心の英文法』   

８月１1日（土） 『中３の１学期 範囲中心の英文法』  

８月１8日（土） 『中１＆中２範囲の  

歴史 の基礎すべてやります講座』 

 

『半日で、○○の数学 計算の基礎 ほぼ すべてをやります講座』  

13：00～17：00 １,１00円 ●5～10分間の休憩が数回あり  

７月29日（日） 『中１範囲中心の数学 計算』 ８月5日（日） 『中２範囲中心の数学 計算』  

８月１2日（日） 『中３の１学期 範囲中心の数学 計算』  

基礎 基本をおしえますよ 

とっても 気軽

に 利用できる

場所ですよ 

『ひとり親家庭』等々 応援します 

『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。） 

『飯森先生の習字教室』 
小学生・中学生～ 
火曜日 14：30頃～ 
     17：00頃 
1回あたり1,290円～ 

『無学年コース』・・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。 1 ﾜｸ（80分）あたり1,650円

～ 

 児コミ学童保育  
小１～小６  
◎夏休み中は7：00

～20：15まで 

◎早朝6時台の自宅

迎え＆自宅送り   

送迎ワゴン車あり。 

◎夏休み期間7/23～

8/31 

◎毎日、30分～45

分間『勉強タイム 読

書タイム』がありま

す。 

スタッフ 募集中 
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個別指導 ４ワク ８ワク １２ワク １６ワク ２０ワク ２４ワク ２８ワク ３２ワク ３６ワク ４０ワク 

小１～中２ \8,000 \15,000 \22,000 \29,000 \36,000 \43,000 \50,000 \57,000 \64,000 \71,000 

中３ 

高校～大人 
\8,000 \15,000 \22,000 \29,000 \36,000 \43,000 \50,000 \57,000 \64,000 \71,000 

 

各科目 80 分×７ ﾜｸ （5科目だと３５回！） 

中１から中３の７月までの復習をたくさん 

やります。基礎・基本を中心に指導します。 

★5科目の合本テキスト 2,500円 別途。 
 

数+英+国+理+社      5 科目 35 ワク 24,000 円 

数+英+国+理+社から選択 4 科目 28 ワク 23,000 円 

3 科目  21 ワク 20,000 円 

2 科目  14 ワク 15,000 円 

1 科目   ７ワク  9,000 円 
 

15：50～17：10  

月曜日 7/23 30 8/6 13 20 27 

金曜日 7/27 8/3 10 17 24 31 
 
17：20～18：40 

木曜日 7/26 8/2 9 16 23 30. 

金曜日 7/27 8/3 10 17 24 31 
 
1 ﾜｸ 1,300 円 2 ﾜｸ 2,600 円  3 ﾜｸ 3,900 円    

4 ﾜｸ 5,200 円  5 ﾜｸ 7,500 円 6 ﾜｸ 7,800 円 

数+英の 2 科目×4 ﾜｸ 計８ﾜｸ 9,000 円 

数+英から選択 1 科目×4 回ﾜｸ 5,000 円 

 

数英国理社の回数は相談しながら 

決めましょう！１科目８０分 

例１；英 8 ワク＋数 8 ワク＝16 ワク 

例２；英数を各 6 ﾜｸ＋国理社を各 4 ﾜｸ＝24 ワク  

例３；5 科目を各 8 ﾜｸ＝40 ワク 
★中３生は原則として全員 5科目合本テキスト 2,500円を別途購入して頂きます。 

 

英・数・国・理・社・国語の文法・数検・英検  

小学生・中学生・高校生～ 

大学受験レベルまで 

『Ｅスクール』『英語一直線』 

『数学一直線』 1,000円～   

8 月 7 日、14日、21日、28 日  
15:00～17:30 の 30～45 分間程度 
 
1 回 1,200 円  2 回 2,400円 
3 回 3,500 円  4 回 4,600円 
  

トップ校を目指すための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・講習費の悩み等で『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・基本を中心に教え

る塾です。勉強が苦手な生徒でも大丈夫です。わからないことが、たくさんあっても、恥ず

かしい気持ちにならないで学べる所です。無料送迎ワゴン車 ＆ 家計に考慮した費用 ＆ 振替授

業・補習授業 ＆ 映像授業 ＆ ほぼ毎日いつでも自習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”の名の通り誰でも日常的に集
つど

えるところです。 

＜無料体験 できます 小学生・中学生・高校生・大人まで＞生徒募集中  
 

夏期講習の費用 下記の費用に＋10％の諸経費がかかります。 
例えば 1,500 円は、+10％の 150 円→1,650 円になります。24,000 円は、+10％の 2,400 円→26,400 円になります。 

 

数+英+理+社 各 4 ﾜｸ  計 16 ﾜｸ 14,000 円 
数+英+理+社から選択 

3 科目 12 ﾜｸ 12,000 円 
2 科目  8 ﾜｸ  9,000 円   
1 科目  4 ﾜｸ  5,000 円 
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