
《能力開発コース》 

　　　　　 特設講座を
組み合わせて、さらなるレベルアップ！

ウェブ講座は国公立大学　　　　 の主流学習法です！合格者
ウェブ講座「Neo-Study」

❶何度でも繰り返し受講できる
　復習は⇒「速習」ですばやく基礎力アップ！
　弱点克服は⇒「じっくり」繰り返し受講し
　理解を深めよう！
❷実力派講師陣がいる
　授業を担当するのは、大手予備校で活躍する一流の講師陣です。受験対策に
　精通しているだけではなく、指導法にも定評があります。分かりやすく面白い
　授業は、「飽きずに続けられること」、「確かな学力アップ」を約束します。
❸効率よく学習できる
　誰かを待ったり、余談によるストレスがない
　ネオスタディはあなたのためだけに講師が授業を行いますから、他の生徒の
　演習待ちなどのロスは全くありません。高密度な授業が受けられます。

インターネットで配信される大手予備校の人気講座を手軽
に受講できます。自分の都合に合わせて受講できるので部
活などで忙しい人でも大丈夫。学校の進度に合わせること
も復習も予習も、自分だけの講座を組むことが可能です。

高校生
浪人生

☆ネオスタディの魅力

ウェブ講座の一例 200種以上から選べます!
講座名対 象 レベル

高校1・2年生

高校
1・2・3年生
浪人生
高校3年生
浪人生

受験数学
受験英語
現代文
古文・漢文

物理・化学・生物
地歴・政経・現社・倫理
センター総合数学
国公立大総合英語
入試英文読解

数学（標準・応用・発展）
英語（標準・応用・発展）
国語（センター・標準・応用）

古文・漢文（センター・標準・応用）
理科（センター・標準・応用）
社会（センター・標準・応用）

数学ⅠA・ⅡB
英語（発展）

英語（基礎・標準・応用）

キッズ・ゼミ
幼児教育

60分
×4回

小学校
就学前6,000円

幼児期にこそ高めておきたい能力があります。それは「学力における
センス」です。「学力センス」は受験の場面だけではなく、日々の学習に
も大きな影響を持つ能力です。そしてそれは後天的に磨くことのでき
る能力です。時間的に余裕がある幼児期だからこそ、楽しみながらじっ
くりと、脳を鍛え才能を伸ばすことができます。「学力センス」を育成す
ることは、子どもの可能性を広げることです。

キッズ・イングリッシュ
子供英会話

50分
×4回

就学前の
幼児
小1～34,000円

英語耳を育て、英語を楽しく使える子供に育てます。何にでも興味を
持ち、知識をどんどん吸収できる今こそ英語を始めるときです。
児童英検・英検にもチャレンジしてみませんか?
年齢によりクラス分けしてレッスンします。
【Toddler(トドゥラー)クラス】・・・・・・就学前の4～6歳
【Kids クラス】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小学校1～3年生

パズル道場
（数学的）能力開発

50分
×4回

小1～

中36,000円

パズル道場とは、中学入試対策に実績を残した算数パズルと、算数のセ
ンス育成に不可欠な「空間把握能力育成」のためのプログラムを合体
させた、トレーニング教室です。算数パズルを楽しみながら、論理的思
考力、着眼・推理・分析能力、粘り強さを育成します。自分でできた喜び
と、考えることの楽しさを体感するので、学習に対する「主体性」
が養われます。

1講座あたり （90分×5回） 7,000円夏期講習
特別講座

センター試験対策 高校3年生
センター英語トライアル講座

日時／7/23水、30水、
　　　8/20水 （計3回）
　　　13：00～15：50
会場／パワーゼミ 春日校

10,000円

「センター試験英語」の
予想問題と、合否のカギ
を握る「リスニング」に
取り組みます。
リスニング内容を正確
に聞き取り、あとに続く
展開を推測する力を養
います。

一人ひとりの
理解度に応じて
学力アップできる
学習システム

基礎学習 弱点克服 受験対策 いよいよ後半戦!  7・8・9月スタート生募集中!
 　　　  で一緒に頑張ろう!  

理科実験教室
「手作りけんび鏡で観察」 小4～6 英語・数学・国語・理科・社会 中学生

苦手単元克服講座

★個々に克服プログラムを
　作成します。

1日

「できない」「むりだ」なん
て、決して言わせません。
苦手な科目は得意な
科目に比べて、やっぱり
練習量が少ないんです。
夏休みこそ苦手単元を
コッテリ学習しましょう。
「苦手」を「得意」に変える
魔法の講座です。

日時／8/5火
　　　16：30～18：00
会場／パワーゼミ 春日校

4,000円

自分だけの「けんび鏡」
を作り、プレパラートを
観察します。ミジンコや
粘膜細胞はどのように
見えるでしょうか？夏休
みが待ち遠しい講座で
すね。科学の世界の楽し
さに触れる「体験学習」
を大切にしています。

1単位
（1回）
70分

×回数
1,100円

高校受験対策 中学3年生
理科重要単元暗記会

日時／7/19土
　　　14：00～21：00
会場／東部市民センター

4,600円

2学期は各教科とも重要
単元が目白押しです。
ですから夏休みの間に
しっかり基礎を固めて
しまいましょう。
今だからできるマラソン
講座で、昨日までとは
違う自分を発見してみま
せんか。

受験英単熟語暗記会
英単熟語 高校生 センター試験対策 高校3年生

センターチャレンジ講座

日時／7/20㊐、7/21㊗
　　　9：00～21：00
会場／パワーゼミ駅前館

6,000円

「センター英単語・英熟語」
「ハイレベル英単語」の
暗記鍛錬会です。
英語学習の太い背骨に
なります。
覚悟を決めて参加して
ください。

日時／8/5火、8/6水 （計3回）
　　　17：00～22：00
会場／パワーゼミ 駅前館

6,000円

大学受験生にとって
「センター試験」は第一
の関門です。
これを乗り越えなけれ
ば国公立合格は見えて
きません。毎年恒例の
耐久講座です。
センターを乗り切る知
識と粘りを鍛えましょう！

※チラシ掲載の金額はパワーゼミ西本塾・駅前館・春日校の消費税別の受講料です。他の教室の詳細は各教室までお気軽にお問合せください。
※掲載の料金のほかに消費税、教材費、入塾金（新規入塾時）が必要です。詳しくは各教室までお気軽にお問合せください。

《個別コース》 
講座名対 象 科 目（選択） 時間数 月 謝

小学生～
高校2年生

高校3年生

個別指導（1：2以下） 英語・数学・理科・社会・国語 （1単位あたり）50分×4回 8,000円
１：２以下の個別指導で、苦手な単元を克服するのに最適。「やればできる」という成功体験の積み重ねが学習意欲を向上させます。

個別指導（1：2以下） 英語・数学・理科・社会・国語 （1単位あたり）50分×4回 9,000円
一人では乗り越えられない苦手単元を克服するには、個別指導が威力を発揮します。短期での申し込みも可能なので、便利に使えます。

パワートレーニング 英語・数学・理科・社会・国語 （1単位あたり）
70分×4回 4,400円

小学生
中学生
高校生

小学生
中学生
高校生

個別ユニットA 個別指導（1単位）+
パワートレーニング（2単位）

小～高2生
高3生・浪人生

14,000円
14,700円

19,600円
21,000円

24,400円
25,800円

個別ユニットB 個別指導（2単位）+
パワートレーニング（2単位）

小～高2
高3生・浪人生

個別ユニットC 個別指導（2単位）+
パワートレーニング（4単位）

小～高2
高3生・浪人生

個別に演習することで知識の定着を目指します。受験に必要な教科は全て揃っていますから、補習や復習、受験のために演習量を増やす
などの受講が可能。また、定期試験のための利用も威力を発揮します。自分にぴったりのカリキュラムで進められるのもこの講座の特徴です。

パワートレーニングと個別指導の組み合わせで効果が倍増します。 個別ユニットは、割安で大変人気があります。

1単位／4,400円、2単位／8,200円、3単位／11,400円、4単位／13,200円 ※複数単位受講することで、割安になります。
　3単位分の料金で4単位受講することができます。

《総合コース》 
講 座 名対 象 科 目 時 間 数 月 謝

スタンダード高校受験対策講座 英語・数学・国語・理科・社会

高校
1・2年生

中学
3年生

高校
3年生

スクール・オンデマンド 英語・数学 150分×8回

150分×8回／演習×4回

150分×8回／演習×4回大学入試センター試験対策 英語・数学

小学
1～3年生

公立小学校対応講座 算数・国語
60分×4回
60分×8回

小学
4～6年生

公立小学校対応講座 算数・国語
90分×4回
90分×8回
90分×12回

小学
4～6年生

中学校受験対策講座 算数・国語・理科・社会
・能力開発

110分×8回
110分×12回
110分×16回

中学
1・2年生

スタンダード高校受験対策講座 英語・数学・国語 150分×8回

クラス授業の特性を生かして、競争原理も働かせながら切磋琢磨します。個別演習で苦手な箇所を補強し、学力の定着を目指します。

個別の少人数制クラス編成でタイムリーな授業。大学受験の基礎固めをします。

センター試験で高得点を取るための授業を行います。また、一人ひとりにぴったりの演習講座を設定でき、苦手な箇所を克服し合格を目指します。

将来に向けて一番大切な時期ではないでしょうか。つまずかないように大切に育てます。

学校とほぼ同じカリキュラムで進みます。進学後も、きちんと学習ができる学力と学習習慣を育成します。「学校の勉強がよくわかる」が目標です。

広大附属福山、市立福山などを目指すコース。志望校にあわせて、受験に対応する学力をつけます。

生徒の個性を大切にしながら、上位校への進学が目標です。内申点アップに向けて定期試験対策にも力を入れています。

16,000円

18,000円

20,000円

20,000円

3,500円
7,000円

4,000円
8,000円
12,000円

9,000円
14,000円
18,000円


