
みしま時習館 保護者のみなさまへ                                                            2022年 1月  

 

塾長 斎藤 亨  

小中学部のコースについて 
 

① みしま時習館の指導方針について 
 みしま時習館の特長は下記のとおりです。２０２２年度も、基本方針を変えずに指導していきますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 小学生のコースについて 

●算数は、学習教室「ガウディア」と自立学習「時習トレ」の２コースあります。  
・学習教室「ガウディア」は、すべての子どもたちに「将来にわたって゛使える力”」の習得を目指す日能研関東と河合塾グループの学習教室です。

＂なぜそうなるのか”を自分で考えながら学習を進めるため「思考力・判断力・表現力」を伸ばすことが期待できます。また、小学生で習う学

習単元をほぼカバーしていて、計算問題だけでなく図形や文章題も自分で考えて解き進めることができるオリジナル教材を使用します。 
 
・自立学習「時習トレ」は、三位一体型の自立学習システムを利用して、個別に学習を進めていくコースとなります。①マルチメディア解説・②オ

リジナルテキスト・③トレーニングプリントの組み合わせで学習を進めていきます。ひとりひとりのペースで進めることができます。また、学

校の進度にあわせて進めることもできます。 
 

●小３～小６  学習教室「ガウディア」  ＊日能研関東・河合塾グループの「思考力・判断力・表現力」を伸ばす学習教室です。 

通塾曜日・時間： 選択制 〔週１回（１教科）または週２回（２教科）の個別学習指導〕、 教科：算数または国語 
    ①月…16：40～17：30   ②月…17：50～18：40   ③火…17：50～18：40   ④水…16：40～17：30  

⑤水…17：50～18：40   ⑥木…16：40～17：30   ⑦木…17：50～18：40   ⑧金…17：50～18：40  

通塾回数・・・1教科選択（週１回） ２教科選択（週２回）  
 

●小４～小６  自立学習「時習トレ」  ＊三位一体型の自立学習システムを利用して、個別に学習を進めていくコースです。 

通塾曜日・時間： 選択制 〔週２回または週１回の個別学習教室（自立学習）〕、 教科：算数 
    ①月…16：40～17：30   ②月…17：50～18：40   ③火…17：50～18：40   ④水…16：40～17：30  

⑤水…17：50～18：40   ⑥木…16：40～17：30   ⑦木…17：50～18：40   ⑧金…17：50～18：40  

通塾回数・・・週２回または週１回の選択制 
 

●小３～中２  「あい・キャン英語」クラス  ＊１級から４０級までの細かい級割で、初めての英語への挑戦から中学３年間の学習内容まで対応しています。 

通塾曜日・時間： 選択制 〔週２回または週１回の個別学習指導〕、 教科：英語 

    ①月…16：40～17：30   ②月…17：50～18：40   ③火…17：50～18：40   ④水…16：40～17：30  
⑤水…17：50～18：40   ⑥木…16：40～17：30   ⑦木…17：50～18：40   ⑧金…17：50～18：40  

通塾回数・・・週２回または週１回の選択制  ※「読む」「書く」「話す」「聞く」の４技能をバランスよく学習します。 
   

●小５・小６  「ファーストステージ」クラス  ＊「英語・算数・国語の３教科」、中学準備を見据えたおすすめクラスです。 

通塾曜日： 火・金  〔週２回の個別学習指導〕 時間：午後 4:30～5:50、 教科：算数・国語・英語 
※このコースは、英語・算数・国語の３教科を組み合わせた個別学習となります。 

※算数と国語は、「ガウディア」（日能研関東・河合塾グループ）、英語は「あい・キャン」で学習を進めるがっちりコースです。 

※英語は、英会話など他の英語教室と併用できるように、レベル別（級）のテキストを使用します。 
 

●小３～中２  「ECC英検対策」クラス  ＊評判の良い ECC教材と録音機能つきの音声ペンを使って、自学自習できる英検対策コースです。 

通塾曜日： 木  〔週１回の個別学習指導〕    時間：午後 5:30～6:20、 教科：英語 

※対象…小学３年生～中学２年生(目安)／無学年制        ※コース編成…５級準備／５級／４級／３級 

※期間…週１回のペースで約１年間（いつでもスタートできます）   ※教材…英検対策ができる内容となっています。 
   

●小３～小６  プログラミング教室「キュレオ」  ＊サイバーエージェントグループが開発した小学生のためのプログラミング教室です。 

通塾曜日： 水または木  〔週１回の個別学習指導〕    時間：午後 5:30～6:20、 教科：プログラミング 

※本格的なプログラミングを集中的に学ぶため、効率的に最短期間でプログラミングの基礎を習得することができます。 

 

裏面は、中学生クラス・授業料の案内となります。 

みしま時習館はどんな塾ですか？ 
Answer/ 安心の料金体系で通える塾です。そして、定員制で粘り強く厳しい指導の塾です。 
 

みしま時習館（おもに中学生クラス）の特長 

●１クラス１２人までを基本とする定員制です。 →学力別クラス編成と学校別クラス編成などを組み合わせています。 

●トータルの通塾費用を抑えています。 →次々と（教室維持費やシステム利用料などの）追加費用がかかることはありません。 

●粘り強く厳しい指導の塾です。 →宿題や小テストなど、「やるべきことをきっちりやってもらう」という指導方針です。 



③ 中学生のコースについて 

 より良い学習環境を提供できる学習塾をめざして  ～ブレンド型授業で学習指導を行っています～ 
みしま時習館は、おもに小中学生を対象とした学習塾です。中学生には、以前は集団授業を中心とした学習指導を行っていましたが、2015 年度から

「集団による対面授業」と「個別の e ラーニング（個別映像授業システム）」を組み合わせた「ブレンド型授業（ブレンディッド・ラーニング）」で学習指導を行
っています。部活動などで忙しい中学生が限られた時間で効率よく学習できるように、授業全体の流れを生徒たちの学習状況に合わせてデザインして
います。 

●中１・中２・中３前期 ： 週２回の授業 ＋ 月３回の個別学習  （中３後期 ： 週３回の授業 ＋ 月３回の個別学習） 

●通塾曜日・時間： 中１…水・土 午後 7：15～9：45 、 中２…火・金 午後 7：15～9：45 、 中３…月・木 午後 7：15～9：45 

●指導教科： 英語・数学・理科・社会 ※中３では国語の授業も実施します。
 

④ 月謝と初月（３月）の費用について  
みしま時習館は、できる限り費用負担を抑える方針でやっています。2022 年度の月謝は下記のとおりとなりますので、よろしくお願いします。 

塾の月謝は、決して安い金額ではないと感じています。ですから、頂いた月謝が無駄にならないように、生徒一人一人のプラスになるよう全力

で指導していきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生コース 学年 月謝（①） ※教室維持費やシステム利用料を含んだ金額です。 年間教材費（②） 初月の費用（①+②） 初月の費用（同時受講割引後） 

算数・国語 個別学習指導 

学習教室「ガウディア」 
小３～小６ 

１教科 ☞ 6,600 円（税別 6,000 円）  
※同時受講 5,500 円（税別 5,000 円） 

A 
年間登録費用：4,400 円 

（税別 4,000 円）  

11,000 円 

（税別 10,000 円） 

9,900 円 

（税別 9,000 円） 

２教科 ☞ 13,200 円（税別 12,000 円）  

※同時受講 12,100 円（税別 11,000 円） 
B 

年間登録費用：5,500 円 

（税別 5,000 円）  

18,700 円 

（税別 17,000 円） 

17,600 円 

（税別 16,000 円） 

算数 個別学習指導 

自立学習「時習トレ」 
小４～小６ 

週１回 ☞ 5,500 円（税別 5,000 円） 
※同時受講 4,400 円（税別 4,000 円） 

C 
5,500 円 

（税別 5,000 円） 

11,000 円 

（税別 10,000 円） 

9,900 円 

（税別 9,000 円） 

週２回 ☞ 7,700 円（税別 7,000 円） 
※同時受講 6,600 円（税別 6,000 円） 

D 
7,700 円 

（税別 7,000 円） 

15,400 円 

（税別 14,000 円） 

14,300 円 

（税別 13,000 円） 

個別学習指導 

「あい・キャン英語」 

      クラス 

小 3～中２ 

※中学生も受講

できます。 

週１回 ☞ 5,500 円（税別 5,000 円） 
※同時受講 4,400 円（税別 4,000 円） 

E 
5,500 円 

（税別 5,000 円） 

11,000 円 

（税別 10,000 円） 

9,900 円 

（税別 9,000 円） 

週２回 ☞ 7,700 円（税別 7,000 円） 
※同時受講 6,600 円（税別 6,000 円） 

F 
9,900 円 

（税別 9,000 円） 

17,600 円 

（税別 16,000 円） 

16,500 円 

（税別 15,000 円） 

英語・算数・国語の３教科  

中学準備を見据えたおすすめクラス 

「ファーストステージ」ｸﾗｽ 

小５ 

小６ 

ガウディア２教科（算数・国語） + あい・キャン英語（週２回） 

週 2 回 ☞ 13,200 円（税別 12,000 円）  

※同時受講 12,100 円（税別 11,000 円） 

G 
14,300 円 

（税別 13,000 円） 

27,500 円 

（税別 25,000 円） 

26,400 円 

（税別 24,000 円） 

英検対策ができる 

「ECC 英検対策」クラス 

小 3～中２ 

※中学生も受講

できます。 

週１回 ☞ 7,700 円（税別 7,000 円） 
※同時受講 6,600 円（税別 6,000 円） 

H 
17,600 円 
（初年度目）  

（税別 16,000 円） 

25,300 円 

（税別 23,000 円） 

24,200 円 

（税別 22,000 円） 

プログラミング教室 

「QUREO（キュレオ）」 
小３～小６ 週１回 ☞ 9,900 円（税別 9,000 円） I 0 円  

9,900 円 

（税別 9,000 円） 
― 

★同時受講割引があります。  月謝の組み合わせ例として… ① C+E=11,000 円 8,800 円      、    ② A+H=14,300 円 12,100 円 

学年 中学生コース 月謝（①）※教室維持費やシステム利用料を含んだ金額です。 年間教材費（②） 初月の費用（①+②） 

中１クラス 

水・土 

集団授業 + e ラーニング 

ブレンド型授業 

英・数・理・社 

週２回の授業＋月３回の個別学習 

☞ 19,800 円（税別 18,000 円） 

16,500 円 

（税別 15,000 円） 
 

※11 月に手続きをした在塾生 

は、支払い済みです。 

36,300 円 

（税別 33,000 円） 
 

※すでに教材費を支払い済みの 

場合、月謝(①)のみとなります。 

中２クラス 
火・金 

集団授業 + e ラーニング 

ブレンド型授業 

英・数・理・社 

週２回の授業＋月３回の個別学習 

☞ 22,000 円（税別 20,000 円） 

18,700 円 

（税別 17,000 円） 

40,700 円 

（税別 37,000 円） 

中３クラス 

前：月・木 

後：月・木・土 

集団授業 + e ラーニング 

ブレンド型授業 

英・数・理・社・国 

前期… 24,200 円（税別 22,000 円） 

週２回の授業 ＋ 月３回の個別学習 

後期… 26,400 円（税別 24,000 円） 

週３回の授業 ＋ 月３回の個別学習              

22,000 円 

（税別 20,000 円） 

46,200 円 

（税別 42,000 円） 

オプション 

A コース 

月３回の個別学習を 

回数無制限に変更  
・振替出席が多くなる人 

・回数を増やして通塾したい人 

☞ +1,100 円（税別 1,000 円）   

集団授業 個別映像授業「時習館ネット」「フォレスタ」など 

※映像授業は、複数のシステムを状況によって使い分けています。 
個別演習ｼｽﾃﾑ「時習トレ」 

※みしま時習館・小中学部の月謝には教室維持費やシステム利用料が含まれていますので、これらの費用を追加徴収することはありません。 


