
学習塾

北園教室 沼教室　高野教室

速習指導・個別指導

学習塾てらこや 検索

てらこや
2018 年度　生徒募集中

（受付時間）平日 13：00 ～ 20：00
［TEL］ 0868-20-1090

世界は自分たちで変えられる

＠terakoya_boss

必ず確認！指導料以外に諸費用が追加される塾もあります

てらこやは冷暖房費・教室維持費０円！
※てらこやの費用は、入塾費・指導料・教材費・模試費・講習費のみです。冷暖房費・教室維持費は一切かかりません。

塾に問い合わせをするときは、指導料以外の諸費用も必ず確認。結局、高額になる塾もあります。

１対１指導で苦手を克服！全学年・全科目対応

国語や英語など苦手を克服。1 対 1 個別指導を驚きの低価格で提供します。

個別指導の種類は 1 対２指導、1 対３指導など料金によっ

て様々です。てらこやでは 1 対 1 の完全個別指導を夏期

講習の期間限定で行います。しかも驚きの低価格です。

低価格の仕組みは、1 対 1 の完全個別指導 30 分に費用

無料の演習時間をつけることで実現しました。国語や数

学や英語など学習法で悩んでいる方は、てらこやの完全

個別で短期特訓をすることをおすすめします。

５回 １０回 ５回 １０回
（小・中学生） （小・中学生） （高校生） （高校生）

12,500 円 23,000 円 15,000 円 28,000 円

夏期講習「完全個別」　費用（税抜 １対１指導３０分の回数 演習時間は自由に決められます）

まだ間に合う！てらこやの完全個別の夏期講習

指導日時は相談できます！
教科は５教科ＯＫ！
※高校生は国語・数学・英語・物理のみです

※学校の課題のお手伝いも可能です。ご相談ください。

部活動などの予定に合わせて

※通塾できる日時で講習をお申込み可能です

※指導料以外に１教科あたり 1,000 円～ 2,000 円の教材費が必要です。

てらこやの完全個別の仕組み

１対１完全個別

３０分
Aさん

Bさん

他社家庭教師との比較

無料演習時間６０分

無料演習時間６０分

演習時間は自由に決められます

演習を先に行い、 後で質問を受けることも可能です

通常の家庭教師などの１対１指導では、 演習時間も指導料金に含まれているため、 費用は高額に

なりますが、 てらこやの完全個別は指導した分だけの料金となり低価格で提供できます。

１対１完全個別
演習時間も料金に含んでいるため、実際の指導時間は４０分程度の場合も。相場は１時間 5,000 円と高額。

１対１完全個別

３０分

てらこやの完全個別

　てらこやは単なる個別指導ではなく“個性別”指導を行う塾です。例えば、津山

中学受検対策ではただ一方的に教えるだけでなく、生徒の学習進度や個性によって

個別指導を行います。中学生には定期テストの結果や本人の希望により自立学習補

習を行い、正しい学習法が身につくようにサポートする体制も整えております。　

　１００人の生徒がいれば１００通りの指導方法があると考え、集団指導では間に

合わないような状況でも、奇跡的な合格者を過去に何人も輩出してきました。子ど

もさんが「勉強を頑張りたい！」と言い始めたらてらこやに入塾するチャンスです。

夏からの入塾でも受験に間に合うようなお得な夏期講習を各種ご用意しております。

生徒一人ひとりに合わせた学習プランをたてて、全力でサポートいたします。

ならてらこや

津山中学を受検希望の小学６年生津山中学を受検希望の小学６年生

てらこやなら

部活動を引退して受験勉強を頑張りたい中学３年生部活動を引退して受験勉強を頑張りたい中学３年生

１学期の遅れを取り戻したい中１・中２・高校生１学期の遅れを取り戻したい中１・中２・高校生

まだ間に合う！まだ間に合う！

夏期講習紹介２

夏期講習紹介１

　小６津中受検生および中３津

高・高専・東高を受験する方には、

特別な夏期講習をご用意してお

ります。塾内日帰り合宿もあり、

この夏で大きな成長を期待でき

ます。これから入塾する方にも

手厚くサポートいたします！

「完全個別」

小６津中受検・中３津高 高専 東高受験対策
まだ間に合う！小６津山中学受検対策

入塾申し込み 夏期講習 (7/17~8/10)
日帰り塾内合宿 (8/18)

無料体験→通常授業

夏期講習では毎日 80分の授業と無料の自立学習をセットにし
ます。日帰り合宿は1日で適性検査試験の解き方を伝授します。

まだ間に合う！中３津高・高専・東高受験対策

入塾申し込み 夏期講習 (7/30~8/24)
日帰り塾内合宿 (8/19)

無料体験→通常授業

5 教科の授業をバランスよく行います。基礎の復習と応用問題
の解き方を解説し、県模試で点数がとれるように指導します。

１コマ８０分　最大２０コマ　税抜

40,000 円 5,000 円

夏期講習 (7/17~8/10　期間中通常指導はございません ) 日帰り塾内合宿 (8/18)

１日で適性検査対策！

最高

※コマ数により減額できます

個 性 別

指 導 塾

小６津山中学受検対策 夏期講習指導料（教室：北園教室・高野教室から選べます）

１コマ８０分　最大３０コマ　税抜　科目は５教科から選べます

30,000 円 5,000 円

夏期講習 (7/30~8/24　期間中通常指導もございます ) 日帰り塾内合宿 (8/19)

１日で県模試対策！

※コマ数により減額できます

最高

中３津高・高専・東高対策 夏期講習指導料（教室：北園教室・高野教室から選べます）

※津高・高専・東高以外を志望する中３生の夏期講習は「完全個別」で対応します

随時受付中！

随時受付中！

※高校生は国・数・英・物理

LINE@
はじめました！

アンケートに答えて入塾費半額クーポンGET ！



学習塾

北園教室 沼教室　高野教室

速習指導・個別指導

学習塾てらこや 検索

てらこや

正しい学習法が身についていなければ成績は伸びない。

いくらわかりやすい先生の授業を受けても、きれいな板書を写しても、

［TEL］ 0868-20-1090
（受付時間）平日 13：00 ～ 20：00

　たとえば、 数学で計算ミスが多い人は、

答え合わせのやり方に問題があるかもしれま

せん。 まちがえた途中の式を消していません

か？どこをまちがえたか探していますか？まち

がいを自分で見つける習慣がついている人

は、 テストでミスに気づけるようになって計算

ミスをしにくくなります。

　また、 調べた問題や分からなかった問題に

チェックはつけていますか？調べて正解して

○をつけて、 わかったつもりになっていませ

んか？調べて正解した問題は、 自力ででき

なかった問題です。 テスト前には必ず復習を

する必要があります。

　このような 「成績がいい人が身につけてい

る正しい学習法」 を指導するのがてらこやで

す。 いくらいい先生の授業を受けても、 きれ

いな板書を写しても、 正しい学習法が身に

ついていなければいい成績はとれません。 　

正しい学習法が身につくと勉強が楽しくなり

ます。 全ての教室で自習スペースが使い放

題。 生徒たちの笑顔であふれ、 私語や居眠

りをする生徒がひとりもいないてらこやで、

皆さんも一緒に勉強してみませんか？

【通常授業指導料】

入塾説明会は

ＨＰで

ご予約できます！

今年最後の入塾説明会　予約受付中！

入塾説明会では小６津山中学受検生・中３高校受験生・その他の学年の説明を行います。

小学生に人気の思考力育成クラス・公立中高一貫校対策クラス、中学生・高校生の個

別指導クラス・ハイブリッド個別クラス、高専生クラスなど全クラスの説明を行います。

個別入塾相談も随時受け付けております。地域で一番「子どもの個性」を大切にする

塾なので、ついていけるだろうか…などと心配せずにお気軽にお問い合わせください！

世界は自分たちで変えられる

学習習慣を定着させる塾です

てらこやは、正しい学習法や

※税抜価格。別途消費税が必要です。

個別指導クラス (生徒４人まで ) 思考力育成クラス（生徒４人まで）

8,000 円 13,000 円 6,000 円 10,000 円

週１回 (６０分 ) 週２回 (６０分×２)

（国算英理社から選択） （国算英理社から選択）

週１回 (６０分 )

（国・算の文章題）

週２回 (６０分×２)

（国・算の文章題）

※学校の内容に合わせた学習をします ※小３から小４の津中受検の土台固めに最適

冷暖房費・教室維持費は

ご請求いたしません！

個別面談は別日でも随時受付しています！７月７日（北園教室）

※1カ月あたりの費用です。

小学生 （小３～６） いずれも少人数制クラスで自分のペースで学べます。週１回での国語・算数の指導も可能です。

公立中高一貫校対策クラス (小５) 公立中高一貫校対策クラス (小６)

8,000 円 13,000 円 11,000 円 19,000 円

週１回 (６０分 ) 週２回 (６０分×２)

（国算＋適性） （国算理社＋適性）

週１回 (９０分 )

（成績上位の希望者のみ）

週２回 (９０分×２)

（国算理社＋適性）

※津山中学受検を行う生徒専用のクラス ※津山中学受検を行う生徒専用のクラス

個別指導クラス（生徒３人まで） ハイブリッド個別クラス (巡回個別指導 )

12,000 円 20,000 円 9,000 円 13,500 円

※成績不振生からハイレベルな生徒まで対応 ※津中専用 or 津高・高専・東高を目指すハイクラス

週１回 (９０分 ) 週２回 (９０分×２)

（国数英理社から選択） （国数英理社から選択）

週１回 (９０分 )

（数英理から選択）

週２回 (９０分×２)

（数英理から選択）

3,000 円 （ただし塾外生は 5,000 円） 無料！

国語特訓（毎週土曜日北園教室） 自立学習補習 (５教科から選択・月ごとの申込 )

※好きな日時で正しい学習法のサポートを受けられます※現代文を得意にする追加講座。要約も行います。

塾内生は

個別指導クラス・高専生クラス ハイブリッド個別クラス (巡回型個別指導 )

13,500 円 21,500 円 9,000 円 13,500 円

週１回 (９０分 ) 週２回 (９０分×２)

（国数英・物理など高専専門科目）（国数英・物理など高専専門科目）

週１回 (９０分 )

（数学・英語・物理から選択）

週２回 (９０分×２)

（数学・英語・物理から選択）

※成績不振からハイレベルな生徒まで対応 ※生徒の質問で授業を行う画期的なクラス

中学生 （中１～３）

高校生 ・高専生 （高１～５）

いずれも少人数制クラスで自分のペースで学べます。週２回以上の生徒が標準的です。

ハイブリッド個別の月謝は

中高一貫価格です！
いずれも少人数制クラスで自分のペースで学べます。

てらこやの指導方法 １

巡回型個別指導

てらこやの指導方法 ２

少人数個別指導

講師が巡回して生徒の質問に答える

指導。質問がなくても、講師から指

導することもあります。また、メイ

ン講師は、生徒からの質問をホワイ

トボードで解説します。解説は必要

な生徒だけ聞いて、必要ない生徒は

自分の学習を進められます。質問に

答えるだけでなく、学習法を個別に

アドバイスすることもあります。

１人の講師が生徒３人までを受け持

ち、個別に指導する方法（小学生は

４人まで）。一斉指導ではないので、

生徒の学力や希望科目に合わせて指

導でき、質問もしやすいクラス。　

仕切りのある机で学習できるので、

集中できない生徒にもオススメ。　

成績不振生の指導からハイレベルな

生徒まで対応できます。

巡回型個別指導のクラス

公立中高一貫校対策クラス（小５・６）

ハイブリッド個別クラス（中学生・高校生）

高専生クラス（高専生）

少人数個別指導のクラス

個別指導クラス（小学生・中学生・高校生）

思考力育成クラス（小学生）

公立中高一貫校対策クラス（補習時）

※公立中高一貫校対策クラスは一斉指導が一部あります。

徹底して選び抜いた教材を生徒の学力に合わせて使

用します。てらこやで学べば、皆さんにぴったりの

教材と学習法がみつかるはずです！

※別途入塾費・教材費が必要です。


