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香川地区スタディプラザ版

夏期講習
20202020

ここまでの過去は変えられない。
今のあなたの行動が、あなたの未来を創り上げる。
あなたのこれからの行動で、この状況を乗り越えよう。

その経験を宝にしよう！

スタディプラザ
-Study　Ｐｌａｚａ-

7/20月▶8/28金



個々の目的に合わせた学習メニューを映像学習で理解。その後、問題集を使って問題を解き、自らの課題を発見。最後に

「弱点発見プリント」で間違った問題（課題）をできるまで徹底して反復演習を行います。詳しく知りたい方は、こちらのQR

コードよりホームページをご覧ください。

GRIT（グリット）とは？GRIT（グリット）とは？

この夏はみんな

　　「実りの秋に向けて大きく STEP！」
ステップ

啓真館スタディプラザでは、各期講習を「春・新学期に弾みをつけてHOP」
「夏・実りの秋に向けて大きく STEP」「冬・最高の成果に向けて高く JUMP」ととらえ、
お子様の学習をサポートします。

啓真館スタディプラザでは、各期講習を「春・新学期に弾みをつけてHOP」
「夏・実りの秋に向けて大きく STEP」「冬・最高の成果に向けて高く JUMP」ととらえ、
お子様の学習をサポートします。

スタディプラザ春日校の５つの強み!

間もなくいつもとちがう夏がスタートします。啓真館スタディプラザでは、春からの復習から新
学期の予習まで、お子様に最も適切な学習指導を行います。当たり前のことが当たり前のよ
うになることこそ、私たちが目指す学習法です。
新システムGRITでこの夏より充実した学習を始めませんか。

授業 +演習量の演習中心で実力をつける学習システム

強み
その1 個人懇談で、お子様にあった進度や学習内容・学習計画をご提案。個人懇談で、お子様にあった進度や学習内容・学習計画をご提案。

強み
その2 質の高いサービスを手頃な価格で！ぜひ、他塾と比較してみてください。質の高いサービスを手頃な価格で！ぜひ、他塾と比較してみてください。

強み
その3 日程や曜日・時間帯が選択できるので、他の習い事とも両立が可能！日程や曜日・時間帯が選択できるので、他の習い事とも両立が可能！

強み
その4 家庭での学習・学校の生活改善も目標にして取り組みます。家庭での学習・学校の生活改善も目標にして取り組みます。

強み
その5 講師はアルバイト・学生ではなく、啓真館の正社員塾講師です。講師はアルバイト・学生ではなく、啓真館の正社員塾講師です。



▼スケジュール＆指導内容

▼料　金 ※料金はすべて税込金額です。

※料金が\11,000以上の場合、兄弟減免・母子減免の対象となり、
　￥2,200の減額となります。
※講習生の方はご相談の上、教材費を別途実費にて頂戴いたします。
※入塾時には、別途入校金・テスト代必要です。教材費は
　必要になる場合がございます。

≪開校スケジュール≫
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※17日はテスト
実施日です。

≪時間帯・科目・指導内容≫
学年 時間帯 指導科目

小学１～３年生 要相談 算国

10：00～11：50

15：00～16：50

17：00～18：50

19：00～20：50

10：00～11：15

13：00～14：15

14：30～15：45

16：00～17：15

17：30～18：45

19：00～20：15

20：30～21：45

予習・復習・学校の夏休み宿題フォロー  など

予習・復習・学校の夏休み宿題フォロー  など

個別指導のため、日程・時間帯のご相談に乗ります！

内容/例

中学1～３年生

小学４～６年生
※10分休憩含む

算国理社

英数理社

学年 時間と回数 塾生 講習生

小学１～３年生 60分×4回 \5,060 \5,610
小学４～６年生 100分×4回 \5,500 \6,050
中学１～３年生 75分×4回 \5,500 \6,050

校舎の開校時間内はいつでも自習可能です。
現学年だけでなく、前学年の内容なども学習できます。
お子様に合わせて自由にカリキュラムを作成できますので、ご相談ください。



WEBでの資料請求は
https://www.juku-keishinkan.com

スマホ・タブレットの方は
こちらから▶▶▶

啓真館

＠jukukeishin

▼お申し込みからご受講まで

塾生の方

STEP1 期日までに『受講申込書』をご提出ください。

期日までにお申し込みの方は、7/20（月）に「夏
期授業料（オプション含む）」として引き落としさ
せていただきます。
期日以降にお申し込みの方および口座振替でき
なかった方は、料金を記載した封筒をお渡ししま
すので、校舎までご持参ください。事務手数料と
して330円が必要な場合がございます。

STEP2

講習当日に筆記用具を持ってお越しください。STEP3

講習生の方

STEP1
HPまたはお電話（087-899-2400）にてお問い合わせくだ
さい。

STEP2 三者懇談にてお子様の現状確認をさせていただきます。

STEP3 授業のご説明・ご体験授業を受けていただきます。

STEP4
体験授業でのご様子や現状の課題をご報告させていただ
きます。

STEP5 ご納得いただき、いよいよ夏期講習へのご参加になります。

（※テスト、成績ファイル、通知表等をお持ちいただけますと、
　より具体的にご提案できます。）

※それぞれの STEP の日程は同日でも対応可能です。

お得なキャンペーン夏の

※現在塾生の方は対象外です。

小1～中３生対象

40％OFF
+入校金半額

夏期講習受講料

20％OFF
夏期講習受講料

期間中に
夏期講習受講+ご入校

超早得！

早得！
6.19金▶6.30火

夏期講習
申込特典

期間中に
夏期講習受講のみ

20％OFF
+入校金半額

夏期講習受講料

10％OFF
夏期講習受講料

6.1月▶6.18木

7.1水▶7.18土

いずれか1つプレゼント！いずれか1つプレゼント！いずれか1つプレゼント！

2,000円分

①図書カード
②スタバカード
③31アイスクリームギフト券

+入校金半額

いずれか1つプレゼント！いずれか1つプレゼント！いずれか1つプレゼント！

2,000円分

①図書カード
②スタバカード
③31アイスクリームギフト券

※一部対象外のコースがございます。詳しくは校舎にて直接ご確認ください。

14：00～ 22：00
（土・日を除く）

-Study　Ｐｌａｚａ-

スタディプラザ
春日校

☎ 087-899-2400

〒760-0080
香川県高松市木太町
　　　　　　2836-1

マルナカ春日店さんより西へ80ｍ　春日水神市場さん北隣
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