
ひのきのプリント学習個別コース

小学あふたーすく～る のポイント

あふたーすく～る
小学

　】曜金～曜火【    
① 16：20～17：00 
② 17：00～17：40
③ 17：40～18：20　
授業終わりに自習室で学校の宿題
や分からない問題を質問できます！

料金がリーズナブル！ 曜日や時間が選べる 基礎から応用まで対応
小学１～４年生は１教科3,200円！
小学５・６年生は１教科4,200円！
図形や文章問題など、小学生内容
を総復習できます。
苦手な所はわかるまで教えます！
教室長も指導するから安心！

3,200円
１教科

40分～
できる

まで！

対象：
小１～

小６

税込
～

検 索ひのき　仙台
https://www.hinoki-sendai.com/

40分からできるまで
POINT

・   ・   ・   ・

徹底学習！

ひのき進学グループ

☆学習支援キャンペーン☆

1人1人の苦手に合わせて進めていきま
す。図形、文章、計算あらゆる問題を
解いていくので計算力、読解力、思考
力が身につきます！また、小4～小6
生は宮城県小学生実力テストで現在の
学力を判定するので自信がつきます！

なんと！

では、どんなことができるの？

期間限定開催
12月1日(火)
     ～1月9日(土)

小２
Mさん
の場合

小５
Tくん
の場合

小４
Lくん
の場合
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小3
Rさん
の場合

※実際の声を参考に作成しております。※実際の声を参考に作成しております。
あふたーすく～る
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お子様に合った内容・難易度・スピードで、  分かるまで  徹底指導します！

◎期間中、自習室もご利用いただけます 。
できるまで！

無料体験実施！
科目：

算数・
国語

“質問できる”自習室の詳細は裏面へ▶▶▶ 

とにかく算数プリントをいっぱい
やりたいの！計算もはやくなって、
学校の先生にも褒められたよ！

学習量が増やせる！学習量が増やせる！

お母さんは、狩りは上手でも勉
強は苦手みたい。算数も国語も
教わりたいから週２回来てるよ！

学習の質が上がる！学習の質が上がる！ 漢字が苦手で、２年生の漢字
からおさらいしたよ！はじめて50
問テストで満点がとれたんだ！

ニガテをつぶせる！ニガテをつぶせる！
家では弟たちがうるさくて集中
できない！宿題や勉強は塾でや
るって決めて、毎日来てるの！

学習習慣が身につく！学習習慣が身につく！



あふたーすく～る

申込の流れ お問合せ カウンセリング面談 申込み 定員もございますので申込はお早めに！

で
【電話受付】火曜日～土曜日　14：00～ 21：00　【Ｗｅｂ受付】24時間受付中

どこまでもさかのぼれるから、                                                                                     が増えていく！
算数

リーズナブルな個別指導！個別プリント学習
１教科3,200円！「あふたーすく～る」開校！

お申込はこちら

知識だけでなく思考・読解・応用力を
鍛え上げていく

基本内容から入試レベルまで対応
復習範囲に限定してレベルを上げる

自分の苦手や復習したい範囲に合わ
せて問題を解きます。選んだ範囲で
基礎問題から応用問題まで幅広く行
います。また、早く正確に解けるまで

っなにうよる来出「、でのう行を習演
苦「。すまきでがとこるす感実と」た

手」を「得意」に変えて学校のテスト
でも高得点を狙いましょう！

漢字から、文章読解まで行うことができ
ます。特に文章読解は、ただ文章を読ん
で解くのではなく、文章中から答えを見
るための解き方・読み方を勉強します。
様 な々文章を解いて、読解力を身につ
けることができるので他教科での理解も
深まります。今から、練習することで中学
校でも生かすことができます！

Q&A

Q
A
お休みした授業を振り替えること
はできますか？
別の開講曜日に来ていただいて
振替授業を行うことができます。

よくあるご質問

Q曜日や時間は選べますか？
お好きな曜日・時間を選ぶことができ
ます。

Q
A

Q
A

自習室ってどう使えばいいの？

学校の宿題や苦手な所のプリントに
取り組みましょう！分からない問題は
先生が解説します。

国語

Q
A

「あふたーすく～る」がない日や、学校が
早く終わった日に来てもいいですか？

教室が開いている時間（15時～22時）
でしたら、好きな時間に来て勉強でき
ます！

お子様の苦手に合わせて小学校で学習する
全範囲を徹底復習します！

「あふたーすく～る」で解く問題は
難しいですか？
生徒の学力に合わせて、その生
徒に最も適した難易度のプリン
トを使用します。

４０分×月４回指導

時間割 受講例
年間教材費　3,850円/1教科

料金表
時間帯 日 月 火 水 木 金 土
16：20～
17：00
17：00～
17：40
17：40～
18：20

休

講

日

休

講

日

学　年 １教科 ２教科 ３教科 維持費

小１～小４ 3,200 6,400 9,600 2,750

小５～小６ 4,200 8,400 12,600 2,750

※年間テスト費として、小1～小3年生 6,300円　
小4～小6年生　9,900円が別途かかります。

学　年 小学３年生 小学５年生
受講教科 算数 算数・国語
授業料 3,200 8,400
維持費 2,750 2,750
合　計 5,950 11,150

※曜日と時間を選んで毎週行います。
自習室はいつでも利用できます

こちらから曜日
と時間を自由に
  選択できます

のみの場合 の場合

　　　　お問い合わせの際は
「チラシを見た！」とお伝えください。

※表記している全ての金額は消費税込のものとなります。

ご希望の教室まで
お問い合わせください！

知ってた？

“質問できる”自習室

よくあるQ＆AよくあるQ＆AよくあるQ＆A

“質問できる”自習室“質問できる”自習室

②正しい○つけを会得！

③先生は勉強ソムリエ！？

知ってた？
“質問できる”自習室なのに
“質問できる”だけじゃない！

①質問の質が変わる！

知ってた？

学習の流れ
プリントをもらう 問題を解く 先生に提出 解説してもらう 解きなおす

時間を決めて問題を解きましょ
う。ただ解くのではなく、
時間を意識して解き
ましょう！

プリントを先生に提出して、
チェックしてもらいま
す。自分の苦手を見
つけましょう。

間違えた問題を先生が解説
します。分からないとこ
ろは先生にどんど
ん聞いて下さい！

解説を受けたら、もう一度問
題を解き直します。
８０点以上で合格
です。
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３つのメリット

“何が分からない”かが分かるかどうかで、学
力は格段に変わります。最初はただ「分かりま
せん。」とだけ言っていた生徒も、「○○は分
かりますが、××が分かりません。」など、徐
々に、質の高い質問ができるようになります。

自習室は筆記用具だけ持って来ても構いません。お子様の学習状況を
見聞きして、今やるべき内容を判断し、プリントを用意いたします。
もちろん「なんとなく算数やりたいな…」なんてご要望にもお応えい
たします。まるで専門の勉強ソムリエ。どうぞ頼りにしてください。

勉強において最重要にも関わらず、意外とないがしろにされてしまう
のが“○つけ”です。最初は先生が“正しい○つけ”を見せますが、
いずれは自分で“正しい○つけ”できるように指導します。小学生の
うちに、しっかりと会得していれば中学生になってからも困りません。

Q：お休みした授業は振替できますか？
別の開講曜日に来ていただいて振替授業を行うことができます！A：

Q：授業がなくても自習に来ていいですか？
もちろんです！   教室があいている時間（１５時～２２時）であれ
ば、毎日でも！何時間でも！好きな時に自習室で勉強できます！A：

Q：出される問題は難しいですか？
易しい問題から難しい問題まで様々 ございます。お子様に最も適
した難易度の問題を提供致します。もちろんご要望も承ります。A：

Q：小学校低学年にはまだ早いでしょうか？
そんなことはありません！実際に通っている生徒もいます。A：

Q：学力テストなどはありますか？
ございます。小学１～３年生は年３回、小学４～６年生は年１１
回を予定しております。科目は国語と算数です。

A：

Q：授業での様子を教えてもらえますか？
はい。“コミュニケーションノート”という連絡帳で授業の内容
や、授業でのお子様の様子をお伝えいたします。また、気になる
ことがあればＬＩＮＥで直接聞いていただくこともできます。

A：

“できる”  

３つのメリット

お電話またはWeb
からお問い合わせ
ください。

現在の学習状況をもとにお子様
に合わせた学習計画を作ります。
その他、学習面で不安なことなど
ございましたらご相談ください。

必要書類の記入をしてい
ただきます。指導の曜日
や時間についても打合せ
致します。

今回、“コミュニケーションノート”も体験していただけます！

教室に来たら、コミュニケー
ションノート(体験中は
カード形式)を先生に渡
して、プリントを
受け取ります。


