
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＳＣＲＵＭ夏休み活用セミナー《保護者対象》 

『子ども達が、大きく成長する夏休み！』 

SCRUM が考える『成績アップの鍵は、これだ！』 

実施日時：７月 14 日(土)・15 日(日) 午前・午後の部あり 

申込方法：お電話にて、ご都合のよい日時をご指定してください。 

《内容》入塾勧誘いたしませんので、興味のある方、大歓迎！ 

① 小学生は、 

『学習力』(成果の出る勉強の仕方)を身につけるために 

② 中学生は、 

『自分なりにがんばっているのに、結果が・・・』から抜け出すために 

③ 高校生は、 

現役合格のために、絶対譲れない学習リズム！ 

④ 夏休み攻略法！ 

『お子様は、こんな過ごし方をしていませんか？』 

⑤ 2020年度大学入試改革に向けて、もうすでに変わり始めている 

  就職事情・学習基準・必要要件 

⑥ スクラム夏期講習の概要説明 

  

夏休み中だからこその限定企画！！ 

『オーダーメイド夏期個別トレーニング』 
■中学１年生・２年生・３年生 対
象 
① 期間：７月 21日(土)から８月 26日(日)   

期間中に４回来塾でＯＫ / ２講座受講なら８回 

② 時間： Ⅰ 10：00～12：00  Ⅱ 13：30～15：30 

      Ⅲ 16：00～18：00  Ⅳ 19：30～21：30 

③ 指導教科：英語・数学・国語・理科・社会の中から選択 

③ 指導回数：120 分×４回  

④ 受講費用：7,５６０円(税込) (教材費込)  

 

■小学 4 年生・5 年生・6 年生 対
象 
① 期間：７月 21日(土)から８月 26日(日) 

期間中に４回来塾でＯＫ / ２講座受講なら８回 

② 時間： Ⅰ 10：30～11：30    Ⅱ 14：00～15：00 

      Ⅲ 17：10～18：10     

③ 指導教科：算数・国語・理科・社会の中から選択 

③ 指導回数：60 分×４回  
④ 受講費用：4,３２０円(税込) (教材費込)  

 

※複数受講特典(頑張る子たちへの応援プラン) 
小学生・中学生ともに２講座目以降、1,080円減額！ 

例えば・・・ 

中学３年生が、しっかり受験にむけての基礎を作りたい。 

英・数各２講座 理・社各１講座⇒計６講座(48時間) 

39,960 円(税込)で、受講できることになりました。 

《受講までの流れ》 

お電話でお申込ください。⇒面談日を決定いたします。 

   ↓ 

面談で、現在の状況や目標をうかがいます。⇒君のカリキュラム完成 

   ↓ 

面談で、あなたの受講日を決定します。⇒初回日時のみ決定 

   ↓ 

オーダーメイド個別講習を受講(４回)します。⇒次回受講日を決定 

   ↓ 

今回のオーダーメイド個別講習での、頑張りを面談で報告します。 

 
《オーダーメイド個別講習でできること》 

①：苦手なところを集中的に勉強したい！ 

②：苦手なところを発見したい！ 

③：得意な分野をさらに伸ばしたい！ 

④：９月実力テストに向けて、ここだけは強化したい！ 

⑤：復習をして、自信を持って 2学期をむかえたい！ 

 

加古川東高・小野高・三木高合格にこだわりたい君へ！開塾から進学率８0％超！！ 

■ 中学３年生用夏期講習 『１12時間志望高校合格講座』 
≪５教科まるごと、とことん指導！ 小野高校・三木高校突破には、総合力が必要不可欠です！！≫ 

≪2018年 中３夏期講習概要≫ 募集定員 ５名 

①：指導教科(５教科)  英語(22時間)・数学(22時間)・社会(20時間)・理科(20時間)・国語(14 時間)・テスト対策(14時間) 

※ 中１から中３ １学期までの復習  ＋  中３ ２学期の先取り ＋ ９月実力テスト対策 

②：指導期間＆指導時間 

  7月 23日月曜から 8月 28日火曜 まで  (ただし、８月 12日日曜から８月 19日日曜は、お盆休み) 

※ 原則、月曜から土曜で、指導時間をとり、生徒会活動・部活動・体育祭準備で欠席した生徒を日でフォロー 

②：受講費用 (９月以降の継続特典もあります。入塾金半免) 

  65,880円(税込)教材費・模試代を含んでいます。  

《スクラムからのメッセージ》 ３年２学期の通知表２点から３点アップは、スクラムでは、あ・た・り・ま・え 

小野高校に進学できるのは、学年の 10％程度、三木高校に進学できるのは、学年の 25％程度です。多くの、先輩たちは、この夏期講習を受けて、

２学期で自己ベストの結果をあげて志望高校に進学しています。スクラムでは、この夏期講習を経て、２学期にスパートをかけて通知表を２点

から３点アップさせることにより、志望高校合格を決定づけます。『夏を征する者は、受験を征する！』という 

言葉は、よく使われますが、『ふつうの中学生』気分から『受験生』気分に変身することが、受験に成功する鍵です。 

楽しく・役に立つ、中学校で英語を得意科目に！ 

ＳＣＲＵＭの小学英語『小学生英語体験会』 

■体験授業日時 

①7/19(木)⇒18:10～19:10 

②7/20(金)⇒17:10～18:10  

■体験授業申込方法 

お電話にて、①②のいずれかをお申込ください。 

■スクラムの小学生英語の特長 
小学生の英語は、話す・聞くだけでは、中学校での英語に役立たな

いです。しかし、書くだけの英語もつまらないですよね。 

①：学習歴・習熟により、個人別カリキュラムを実現 

②：フォニックス(発音ルール)を徹底指導 

③：英単語の覚え方を使って、１年で約 200 個の英単語を習得 

④：中学校で学習する英文法を学習 

⑤：上記④が未習熟の場合、反復学習で定着 

⑥：途中入塾でも、完全対応できるプログラム 

 

 

 

 

《小学生：４年から６年》 
■夏休み限定で、学習塾をさがしている方 

① 左記上段の『オーダーメイド夏期個別トレーニング』 

■夏休みから、定期的に勉強をはじめようという方 

① 左記下段の『小学生英語 体験会』 

② 裏面右側の『小学生 通常授業のご案内』 

 

《中学生》 
■夏休み限定で、学習塾をさがしている方 

① 左記上段の『オーダーメイド夏期個別トレーニング』(全学年) 

② 下段 中３『2018 年 夏期 112 時間志望高校合格講座』 

■夏休みから、定期的に勉強をはじめようという方 

① 裏面左側の『中学生 通常授業のご案内』(中１・２) 

※ 中３は、『112 時間志望高校突破講座』が、期間中は正規授業です。 

 

《高校生》※夏期のみの募集はいたしません。 
■夏休みから、定期的に勉強をはじめようという方 

① 裏面中央の『高校生 通常授業のご案内』 

 

ちょっと興味が、わいてきた。 

詳しく、内容を聞いてみたくなった 

保護者の方は・・・ 



 

 

 
 2010年から 2018年の９年間累計 

小野高・明石高専・三木高・西脇高へ 80％以上が進学！！ 
 

中学１年生・・・数名募集！ 

■指導曜日 水曜日・土曜日 ＋ 火曜・金曜の一方  週３回 

■指導時間 19：40 から 21：40 (週６時間) 

■指導教科 ５教科指導 
 

中学２年生・・・３名限定募集！ 

■指導曜日 火曜日・金曜日 ＋ 月曜・木曜の一方  週３回 

■指導時間 19：40 から 21：40 (週６時間) 

■指導教科 ５教科指導 
 

中学３年生・・・数名募集！ 
■指導曜日 月曜日・木曜日 ＋ 水曜・土曜の一方 ・・・週

３回 

■指導時間 19：40 から 21：40 (週６時間) 

■指導教科 ５教科指導 

※中３は、夏休み期間中は、夏期集中講座（表面）になりま

す。 

 

受講費用…すべて税込み表記です。 

■入塾金 10,800 円(過去も含めご兄弟が在籍の場合無料) 

■授業料 20,520 円(３学年共通) 

■教材費 16,200 円(３学年共通) ８月～ 

■模試代 4,320 円(２回) 中３のみ 6,300 円(４回) 

■速読を全員受講(月額 500 円)といたします。 

 

《ＳＣＲＵＭ中学部 成績のあがる９つの特
長》 
①：講義授業＋問題演習トレーニングの２本立てを実現 
②：一斉指導＋個別対応型授業の２本立てを実現 

③：学校別対策カリキュラムを立案(理科・社会・国語) 

④：個人の習熟度にあわせてカリキュラム立案(５科) 

⑤：年２回の個別保護者懇談。年４回の保護者セミナー 

⑥：中間・期末テスト直前の土・日曜テスト対策勉強会あり

ます。 

⑦：いつでも使える自習室完備。(有料・・・一日５００円)  

※講師を配置 

⑧：もっと勉強したいときのオリジナル補講(個別メニューで)

や 

欠席補講も受講可。 

⑨：テスト対策個人別テキスト(Treasure Box)を作成。 

 

《中学生の保護者の皆さまへ》 

2018 年度公立高校入試は、混乱も予想されましたが、無事に塾生

全員が、志望高校に合格し、また、小野高校・西脇高校・三木高校に、

在籍生の８０％が進学いたしました。特に、中学３年生は、夏休み以

降、黙々と学習に取り組みましたので、通知表を大幅にアップさせた

生徒が、続出しました。 

スクラムでは、一斉授業による学校先取り授業と、少人数指導によ

る理科・社会を中心とする問題演習型の学校授業の復習を両立させて

進めています。特に、テスト前後には、学校課題の進捗を点検し、ま

た、生徒面談の中で、目標の再確認やテスト勉強のアドバイスを個人

的に行い、答案返却後は、生徒といっしょに答案分析を行い、次回の

テスト対策の課題としております。 

このように、常に、自分を振り返り、今後の自分の課題を認識し、

継続的に課題克服をする姿勢は、入試だけでなく、これから様々な困

難を乗り越えていく生徒たちの力になると、信じております。 

そこでスクラムでは・・・ 

 ５教科しっかり勉強する為に、塾での学習量を最大限確保し、 

かつ家庭での自主学習の負担をできるだけ軽減させるために、 

５教科週３回指導にこだわっています。まだ、中学生では、自分で 

勉強の基準を受験レベルに上げていくのは、難しいと思います。 

 日頃の勉強の仕方から、テスト勉強の進捗状況のチェックや、 

目標得点の設定など、年間 15 回程度、生徒面談を実施し、子ど 

も達の勉強に対する基準を、受験基準に移行させております。 

スクラムが、小野高・三木高に強い理由です。 

 

 

個別&一斉指導で学習習慣と学習能力を養

成！ 

新小学４・５・６年生・・・大募集中で

す！！ 
学力アップ講座 

《一斉指導(授業)型》 

みんなと一緒に元気に勉強を頑張る力を養成したい。 

※小５ 算数 

■指導曜日・時間 月曜日 18：10 から 19：10 

■受講費用    授業料 4,320 円(月額)  

※小６ 算数 

■指導曜日・時間 火曜日 18：10 から 19：10 

■受講費用    授業料 4,320 円(月額)  

※小４・５・６年 英語・・・下記のどちらか 

■指導曜日・時間 水曜日 18:10 から 19:10（若干名） 

木曜日 18:10 から 19:10 

金曜日 17：10 から 18：10 

■受講費用    授業料 5,400 円(月額)  

※小４・５・６年 国語・・・下記のどちらか 

■指導曜日・時間 木曜日 17:10 から 18:10 

金曜日 18：10 から 19：10 

■受講費用    授業料 5,400 円(月額)  

《学力定着トレーニング・・・少人数演習・ケア型》 

※算・国・理・社・英から１教科選択 

  正しい勉強の仕方で、成果のでる勉強方法で学習させま

す。 

■指導曜日  月・火曜日 （17：10 から 18：10） 

(ご都合のよい曜日時間を選択ください) 

■受講費用  授業料 4,320 円(月額)  

※ 別途、入塾金 10,800 円が、必要。(兄弟在籍は免除) 

※ 教材費は、１講座につき 4,320 円(８月から３月)が必要。 

※ 模擬試験代として、4,320 円(年額・２回分)が必要 

■速読を全員受講(月額 500 円)といたします。 

★小学生の間からしっかり勉強させたい保護者の方

へ！ 

スクラムも小学生の間から、しっかり勉強して欲しいので、 

応援プランを用意いたしました。 

※応援プラン１ 

３講座以上受講の方は、月額 2,160 円引き 

※応援プラン２ 

４講座以上受講の方は、月額 4,320 円引き 

※応援プラン３ 

ご兄弟同時在籍の場合の割引制度も、ご用意いたしております。 

《小学生の保護者の皆さまへ》 
小学校は、前回の教科書改訂で、算数の授業を中心に、授業スピー

ドは急激にはやくなっており、学校授業で問題演習量が稼げないの

で、学校の宿題も増加しています。 

また、専科制(教師が特定教科の指導)により、５・６年生を中心 

に、学校の宿題の増加に拍車をかけ、消化不良を起こしています。 

 小学生を現場で指導して痛感することは、『宿題(勉強)をする』 

という学習習慣は指導されていても、結果をだすための『学習力』 

の養成(学習作法)が、欠落していることが多いです。 

学習力養成が、スクラム小学部のテーマです。 

 

現役で志望大学に合格したい！高校生へ！！ 

さあ、いよいよ、あなたの番がきましたよ。近年、センタ

ー試験の結果が、国公立入試の勝負を今まで以上に左右して

います。今年も同じ傾向で、教科負担も大きいので、現役合

格するためには、今すぐスタートです。 

推薦入試で合格を狙っているあなたへ… 

 やっぱり、学校の中間考査と期末考査の結果重視ですが、小野高校

商業科や国際経済科については、簿記などの検定試験も大事ですよ。

ＳＣＲＵＭでは、高校１年生のときには、英語・数学・国語・

理科･商業簿記から選択で受講して、がんばっています。クラブ

活動との両立は大変ですが、だからこそ、ライバルと差がつ

くようです。 

また、２年生からは、志望大学の受験科目を考慮し、学校授業

の予習や入試対策をしていますので、一般入試対策も大丈夫で

す。 

一般入試で難関大合格を狙っているあなたへ… 

 推薦入試とくらべて、一般入試は近年難化傾向にあるようです。と

くに、国公立大学は、難しくなってきています。どうしても、『本

番で成功すれば…』と自分に期待をかけたくなりますが、やっぱり成

功している先輩たちは、早い段階から入試を意識して、塾・

予備校の授業を学校授業に活かし、受験対策しています。 

先輩たちの主な進学先 

京都大・神戸大・東北大･広島大・岡山大・琉球大(医)・大阪

市大・滋賀大・大阪府立大・兵庫県大・徳島大・東京学芸大・

兵教大・ 

和歌山大・同志社大･立命館大・関学大・関西大・甲南大 

 

この夏休みからのスタート、大歓迎です！！ 

高校１・２生・・・ペースを早く掴め！（若干名

募集）  

《自立型個別学習指導》 

■指導曜日 月曜日から土曜 19：40 から 21：40 

■指導教科 英語・数学・国語・理科･商業簿記から選択 

■受講費用・・・別途は入塾金 10,800 円が必要です。 

週２回コース・・・授業料 23,760 円(月)/教材費 1,300 円(月) 

毎日学習コース・・・授業料 30,240 円(月)/教材費 2,600 円(月) 

■速読を全員受講(月額 500 円)といたします。 
 

高校３年生・・・志望大現役合格への個別プログラ

ム 

《志望大学と個人の習熟にあわせて、個別カリキュラムの立

案》 

■指導曜日 月曜日から土曜 19：40 から 21：40 

■指導教科 英語・数学・国語・社会・理科から選択 

■受講費用・・・別途は入塾金 10,800 円が必要です。 

週２回コース・・・授業料 23,760 円(月)＋教材費 1,300 円(月) 

毎日学習コース・・・授業料 38,800 円(月)＋教材費 2,600 円(月) 

※夏休み中、朝から勉強したい方は、別途 10,800 円いただきます。 

 

《耳より情報》・・・少人数制で、学校授業を完全フォローア

ップ 

現役で国公立大学・同志社･関学・関大・甲南に進学している先輩

は、高校１年からこの指導を受けています。それだけ、現役で志望大

学に合格することは、難しいのです。高校の勉強は、中学校と比較に

ならないほど、質・量が要求されます。一旦、勉強を緩めると、追い

つけません。 

また、スクラムでは、商業・国際経済科の生徒は、スクラムで商業

簿記をしっかり取り組み、推薦入試で志望大に現役合格しています。 

 

《高校生の保護者の皆さまへ》 
現役生が成果をあげるための鉄則があるのです。それは、大学受験

を前提にしているという条件がつくのですが、高校授業の重視です。 

 高校生で、授業や講義を受けるだけで点数が上がったり、 

第一志望大に現役合格する生徒なんて、ほぼ皆無です。 

その授業をきっかけとして、自分にとって必要なレベルまで 

復習で上げるしかないのです。 

徹底的に復習させ、問題点の解消をサポートすること、 

そして、早い段階から各自の合格戦略(推薦入試なのか、一般 

入試なのか、また、国公立なのか私立なのか)を確定し、 

各生徒の志望大学のレベルまでナビゲートしていることが、 

スクラム高等部が、現役合格に強い理由です。 

 

 


