個別指導⊕自立トレーニング学習

春期・夏期・冬期の集中授業につきましてはホームページをご覧ください

さまざまな状況に合わせた授業コースをご用意
学習・入塾のご相談

どのような
ご相談ですか

子育て・発達のご相談

不登校・発達障害・勉強への向かわせ方・
反抗期への対応など、子育てでのお困
りごとを何でもご相談ください。継続
したサポートもいたします。

スタートアップ短期集中コース

創己ゼミの指導をまず短期間、集中して体験して
みましょう。「できる」を実感していただけます。

スタートアップ学習習慣獲得コース

進学や成 績向上の前に、学習習慣の獲 得を目的
にした手軽な授業コースをご用意しています。

通常授業

目標に向かって力を蓄えたいと思えるようになっ
たら、通常授業で存分に勉強に取り組みましょう。

何日でも何時間でも何科目でも“定額制”の通常授業

だけの授業コンセプト

1回 120 分以上の個別対応型授業（通常授業）で、必要なすべての科目を指導。
これに回数・時間とも制限のない自立トレーニング学習を組み合わせ、一定の費
用でひとりひとりに最適な指導をしていきます。

教えない

授業料

通常授業

小学生

通常授業週１回 月〜土曜日の中から自由選択

創己ゼミでは 知識を教え込むのではなく、各教科を自分で勉強できる方法（勉強時間の作り方・

中１・中２

高 1・高 2
中３高校受験
小６中学受験

高３大学受験
高卒大学受験

16,000 円 19,000 円 21,000 円 22,500 円

【火・金】
【水・土】から選択 24,000 円 29,500 円 34,500 円 36,500 円
通常授業週２回 【月・木】

ノートの作り方、まとめ方・予習復習の仕方など）と考える筋道を教え、早く覚えられて忘れに

通常授業週３回 週 2 回の曜日＋他 1 日で選択

くく、応用力がつく勉強法を身につけられるように指導していきます。
「答えを与える」授業はわ
かった気になるだけで、いざやろうとするとできない状態になりがちです。本当にできるように

自立トレーニング学習

なるためには〈自分なりに考える〉作業が必要です。創己ゼミでは理解のステップごとに〈生徒自
身に説明させる〉ことを繰り返して理解を深め、自信をつけていきます。大切なのは、「答えを与

自立トレーニング日

えること」ではなく、「答えを見つける手助けをすること」だと創己ゼミは考えます。

35,500 円 43,500 円 49,500 円 52,500 円

＋

（税込）

月〜土の毎日実施。回数・曜日・時間を学習計画に沿って自由選択

（無料）

※他に入塾金 11,000 円、年間諸費用 6,600 円、教材費 5,500 円（小学生）〜 9,900 円（受験生）
、
月例テスト費（１回 3,300 円・年間計 10 回・中３生は必須）が必要になります。

※入塾金は 1 家庭から 2 人目以降の入塾（同時在籍でなくて可）および再入塾の場合は不要です。

やる気にさせる

時間割

創己ゼミでは 毎月、
『目標達成進行表』を生徒と一緒に作成します。また、
『夢・実現カード』を

１限

4:00 〜 6:00 以上

２限

A 5:00 〜 7:00 以上
B 5:30 〜 7:30 以上

３限

A 6:30 〜 8:30 以上
B 7:00 〜 9:00 以上

４限

8:00 〜 10:00 以上

特別設置コース

用いて、目標を具体化するためのステップを一緒に考えていきます。勉強が他人から強制される
ものではいけない、と創己ゼミは考えます。自分の目標を明確に持って初めて、何をすれば良い
かを自分自身ではっきり自覚できるのです。創己ゼミは長年磨き上げてきたこれらのツールを効

※小学生は 1 時間 30 分を基本時間としますので、終了は 30
分前後早まります。
※２限・３限については、部活動や各家庭のご都合に合わせて、
A または B の開始時間をお選びください。
※その他の時間をご希望の場合は、ご相談ください。

お子様の状況やご相談内容に応じてきめ細やかに対応。
親と子の両方を全面的にサポートします。

スタートアップ短期集中コース

果的に用い、
『個別指導の授業』と
『自立トレーニング学習』を組み合わせる独自の
『創己自立トレー

※左記の時間以外に自立トレーニング学習時間があり、その日の
予定が終わるまで、ひとりひとりに合わせて時間を延長します。

４日間・各２時間＋自立トレーニングで創己ゼミを体験

短期間の通塾で「できる」を体験するコース

ニング学習システム』で、ひとりひとりの自主性を引き出し、やる気を高めていきます。

●費用：小学生：16,000 円、中１・２：19,000 円

自立トレーニング学習

スタートアップ学習習慣獲得コース

短めの指導時間で、続けられる学習習慣を身につけるコース
●費用：小学生：21,000 円、中１・２：26,000 円、高１・２：31,000 円

サブスクールコース
教室で勉強できる体制をとっています。自立トレーニング学習は単なる自習とは違い、学習内容

●時間：10:00 〜（生徒ごとに設定） ●費用：通常授業と同額です

は授業の中でアドバイスが出されます。もちろん、学校の宿題や課題を持ってきたり、定期テス

子育て・発達のご相談

トや受験前の集中した学習に利用することもできます。自立トレーニング学習では自分でじっく
りと考えることに重点を置いていますが、つまずいた所はすぐに質問ができます。また通常授業

●日時：１回〜定期（１回２時間・予約制） ●費用：6,600円から（初回の電話相談は無料です）

家ではなかなかできない勉強を創己ゼミが全面的に支え、続けられる環境を提供していきます。

目標達成進行表
夢・実現カード

●スタート位置を明確に！
テストだけでは判定できない理解力・
集中力・コミュニケーション力・性格・
ミスの 頻 度 などをしっかりと把 握。
講師と生徒でしっかりと共有します。

おもな合格実績

●目標をきちんと決めて！
目標を確認し合いながら具体的な
個別カリキュラムを毎月作成する
ことで、すべきこと、目的意 識が
明確になってきます。

大人が変われば、子どもも変わる

保護者の方のための教育相談・子育て相談

の当日も、授業終了後は自立トレーニング学習の時間としてわかるまでフォローをしていきます。

学力・能力の
正確な把握

その人らしく学び、その人らしく生きる

学校に行きにくい子・発達で悩んでいる子のためのコース

創己ゼミでは 通常授業とは別に『自立トレーニング学習』日を設定し、家庭学習の代わりに塾の

独自の自立トレーニング学習

週２回・各１時間の指導から始めてみる

個別対応授業
自立トレーニング
授業は講師がしっかり指導する個別対応授業と、創己
ゼミを自分の学習空間にして何日でも自由に通塾して
勉強し、質問もできる自立トレーニング学習の組み合
わせ。徹底的に頑張れる創己ゼミだけのシステムです。

進行状況の
確認・把握
●成果をきちんとチェック！
授 業 後には授 業内容・到達 度・理
解度・集中力・やる気などを責任者
と担当講師でミーティング。次回の
授業プランに反映させていきます。

自立トレーニング で は 任 意 の日に 通 塾
し、
『目標達 成進行表 』に沿った計画的
な勉強をします。勉強中の疑問はもちろ
んその場でフォロー。この『自立トレーニ
ング学習』により学習習慣が身につき、
勉強することが苦ではなくなります。

【高校】 八王子東 町田 日野台 調布北 調布南 南平 松ヶ谷 麻溝台 橋本 上溝南 八王子 桜美林 日大附・法政などの附属高校 その他近隣の公立・私立高校など多数
【大学】 早稲田大 慶応義塾大 中央大 明治大 青山学院大 法政大 専修大 駒澤大 日大 東洋大 明治学院大 成蹊大 東京農大 玉川大など多数

創己ゼミ│

きみのやる気を引き出す独自の自立トレーニング学習
そ う

そ う

個別対応授業 では
『目標達成進行表』
に沿って指導をおこない、授業ごとに到
達度をチェックします。理解したところを
生徒自身が講師に説明する『逆授業』で
理解を深めます。またご家庭には『授業
内容報告書』を毎回お届けします。

き

検 索
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き

八王子市堀之内 3-29-7
ウェルハイム小泉 1F-B

相模原市中央区矢部 3-21-1
コーヴレジデンス 103
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