
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
無料体験授業　受付中！

（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。

LINE@
はじめました！

英会話だけで大丈夫だろうか？英会話だけで大丈夫だろうか？

塾の英語だけで大丈夫だろうか？塾の英語だけで大丈夫だろうか？

＋文法指導＋文法指導

てらこや英語教室なら週１回の通塾でてらこや英語教室なら週１回の通塾で

てらこや英語教室の特長
Speaking,Listening + Writing,Reading の４技能指導

中学教科書や英検２次対応・はじめての方にもぴったり

週１回の通塾で学習法指導と音読・筆記のチェック

ご家庭のスマホやタブレットで毎日音読練習し放題

リーズナブルな指導料・教材費なので続けやすい

選べる時間割 習熟度が変わっても同じ時間で通える

英語学習でお悩みの小学４年生～中学３年生へ

てらこや英語教室（英語のみの方） てらこや英語教室（てらこや生の追加費用）

6,000 円 7,000 円 3,000 円 3,000 円追加 追加

小学生 (４０分 ) 中学生 (４０分 )

（小学４年生から小学６年生） （中学１年生から中学３年生）

小学生 中学生
（小学４年生から小学６年生） （中学１年生から中学３年生）

※指導は現在の授業時間内で行います

両方できます！両方できます！

４月開講
先着20名様募集

　２０２０年度から小学校で英語が教科化されるのをご存知でしょうか？さらに

２０２１年度からは中学生の英語の教科書が改訂され、 中学生の習得単語量

が大幅に増えるそうです。 この影響が表れるのが現在の小学６年生、 つまりこ

の春に中学１年生になる生徒が中学３年生になる年で、 中学３年生になって

から慌てて英語の勉強をしてもとても間に合いません。 したがって、 小中学生

は今から新課程の英語の準備しておかなければならないのですが、 音読をまっ

たくしない塾 ・ 学校の授業にペースを合わせた塾 ・ 従来型の英会話教室では

間に合わないのではというご不安もあるのではないのでしょうか。

　そこでてらこやは、 首都圏の学生 50,000 人に利用されているアプリで英語

指導を行うことにしました。 塾指導の 「読む ・ 書く」 だけでなく英会話指導の

「聞く ・ 話す」 も学ぶことができ、 教室だけでなくご家庭でも学習できる画期

的な方法です。 はじめて英語を学ぶ方にはもちろん、 従来型の塾や英会話ス

クールではご不安の方、 小学生でも中学生でも英検 をどんどん取得していき

たい方、 そのような方々におすすめしたいのが 「てらこや英語教室」 です。

次世代のスタンダードとなる最新の英語学習法を先着２０名様にお届けします。

無料体験は３月中でも受講できます。 お気軽にお問い合わせください！

北園教室で

®

てらこや英語教室　指導料 ※1カ月あたりの費用です。税抜価格。別途消費税が必要です。

※アプリ使用料込み。別途入塾費・教材費が必要です。

てらこやは英検の準会場です

各生徒の習熟度に合わせて５級 ・ ４級 ・

３級と目標を決めていただき、 教室とご家

庭でアプリを使って学習していただきます。

学習方法は保護者様にもていねいに説明

します。 巡回型の個別指導なので英語学

習がはじめての方も安心して学べます。

中学英語の教科書に準拠した内容なの

で、 無駄が一切ありません。 中学生はも

ちろん小学生にも学べる内容です。 週に

１回のコーチングで音読と記述の習熟度を

チェックします。 塾用教材も用いて writing

指導も行います。

次回英検１次試験は

６月１日（土）
※てらこやの生徒のみの受検となります。

※学校など他会場の日程は主催者にお問い合わせください。

®

®

SpeakingSpeaking
ListeningListening

てらこや北園教室での

無料体験受付中！

®



学習塾

北園教室 沼教室　高野教室

速習指導・個別指導
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】

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！
※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 (巡回型個別指導 )

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＋理社の小テスト）

週２回 (９０分×２)

（数英＋理社の小テスト）

3,000 円 （塾外生は 5,000 円） 無料！

国語特訓（北園教室のみ） 理社動画学習
※希望者はご家庭で動画学習が無料でできます※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・英語から選択）

週２回 (９０分×２)

（数学・英語から選択）

※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）

津山高校 ・津山東 ・津山高専は４年連続受験者全員合格中！

岡山大学はもちろん旧帝大にも対応できます！

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。

入塾説明会では全学年・全クラスの説明を行います ( 新高１は３月 )。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、中学生の個別指導クラス・ハイブリッド個別クラス、高校生の個別指導クラス・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！

入塾説明会 ご予約はＨＰで。個別入塾相談も随時受付中！

中学準備クラス ・ 高校準備クラス ・ 春期講習受付中！
てらこやの準備クラスは断然お得！中学準備クラスでは数学・英語の個別指導をお得な費用で受講することができま

す。高校準備クラスは高校の予習と高校生になって大切なことを無料指導！津山高校・津山東高などの普通科・理数

科生を対象としたクラスと津山高専合格者を対象としたクラスの２クラスあります。春期講習は他塾には無い完全個

別の１対１指導。準備クラスおよび春期講習の申込者数には限りがあります。詳しくはホームページをご覧ください！

定員締切間近！

詳細はＨＰで！
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募集締切間近の

クラスもあり！


