
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019 年度 ＳＣＲＵＭ新年度説明会 
■日時  

①：３月 23 日(土曜)   14：00 から 15：30 
②：３月 24 日(日曜)   10：00 から 11：30 
③：３月 24 日(日曜)   14：00 から 15：30 
■内容  

※2020 年度指導方針と新年度指導体系の説明 

※2019 年度からの変更点の説明 

※2019 年度実績のご報告 

 大学受験・検定試験・高校受験・学校成績 

※高大接続問題から考える、これからの子ども達に 

 必要な力とは？(大学付属高校の先生の講演) 

※ＳＣＲＵＭだけのオリジナル企画の紹介 

 〇小学英語『SCRUM Hybrid English』 

 〇小学国語『小学生のための読解力養成講座』 

 〇高速学習法(速読メソッド)の指導について 

※ＳＣＲＵＭの成功活用術 

 ＳＣＲＵＭだけのオリジナル教材や指導システム 

 について、お話いたします。 

■申込方法 

お電話にてお申込ください。（0794－63－8717） 
入塾勧誘は、一切いたしません。 

春休み中だからこその限定企画！！ 
勝利の秘訣は、スタートダッシュで
す！ 
あなただけのカリキュラムを⽤意する 
新中学１年⽣から新中学３年⽣ 
対象 
『オーダーメイド春期個別講習』 
① 期間：３月 23 日(土)から４月７日(日)  

期間中に４回でＯＫ 

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・数・国・理・社の中から選択 

③ 指導回数：120 分×４回  

④ 受講費用：7,560 円(税込) (教材費込)  

※複数受講 可 

 

新⼩学４年⽣から新⼩学６年⽣対
象 
『オーダーメイド春期個別講習』 
① 期間：３月 23 日(土)から４月７日(日) 

期間中に４回でＯＫ 

② 時間： Ⅰ 10：30～11：30    Ⅱ 14：00～15：00 

      Ⅲ 17：10～18：10     

③ 指導教科：算・国・理・社の中から選択 

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 可 

 
 

《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！ 

④：４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１学期をむかえたい！ 

⑥：予習をして、自信を持って１学期をむかえたい！ 

 

 

 

 

 

ＳＣＲＵＭからのお得情報 

 

 

 高校授業をしっかり活かすことが、現役合格への近道です！ 

《受講期間》３月 25 日(月)～３月 30 日(土) 

《指導時間》19:40 から 21:40 

《募集定員》各学年ともに若干名 

《指導教科》※大学進学を考える商業科・国際経済科も多数在籍 

英語・数学・理科・商業簿記 

 

 

 

読める＋書ける＋解ける＝英語が楽しい～！！ 

①：読める！(速く・正しく…) 

 絵をみながら、発音を真似するだけでは、単語を文字認識して

いません。子どもの頭の中も、英語でなく、カタカナ(笑)ですか

ら、単語(文字)を発音できなくなります。スクラムでは、フォニック

ス(英語の発音法則)を重視し、文字を見ながら、正しい発音を覚

えます。１か月に、約 30 個の英単語の発音をマスターします。 

 

②：書ける！！(速く・きれいに・正確に…) 

 １か月間に、約 30 個の英単語を、フォニックスを重視して、反復

練習するのですが、それと同時進行で、単語のスペルを暗記し

てしまいます。従来の『ひたすら書いて、丸暗記』ではなく、スム

ーズに子供たちの単語力は、アップしていきます。 

 

③：解ける！！！(たくさん・速く・正確に…) 

 学習塾での小学校英語に期待されていることは、『中学校の英

語で、結果を残せること。』ですよね。この、授業では、目安と

して、１年間で、中１の２学期の文法の授業と問題練習をお子様

のレベルにあわせて、積み上げていきます。 

 

■スクラムの小学校英語は、 

一斉指導＋個別指導の、Hybrid 形式です。 

一斉指導で、みんなと競い合い、楽しく(集中して、１つ

の目標に向かい)勉強し、個別指導で、じっくり、自分のペ

ースで、積み上げる、イイトコ取りの、Hybrid 形式 

で、行います。 



                                                                 

 

 
 2012 年から 2019 年の８年間累計 

小野高・明石高専・三木高・西脇高へ 80％以上が進学！！ 
新中学１年生…８名程度 
■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 
 
新中学２年生…３名 
■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 
 
新中学３年生…２名 
■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 
 
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 21,600 円(３学年共通) 
■模試代 6,480 円(３回) 中３のみ 8,640 円(５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 
②：⼀⻫指導＋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：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。 
⑧：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》 

 ⾼校⼊試の学区が再編され５年が終わろうとしております。そのよ
うな中で、旧北播学区以外への⾼校への進学も、価値観の多様化とと
もに徐々にではありますが、増加傾向にあります。また、2020 年の
⼤学⼊試改⾰の内容は、過激な内容になっています。⼤学は、トップ
型、グローバル型、ローカル型などに分類され、英語の要求⽔準が⾼
くなることにとどまらず、旧来の勉強だけでは、トップ型やグローバ
ル型などの⼤学への進学が困難になってまいります。上位⼤学に進学
するためには、その対策（⼩論⽂・⾯接など）のノウハウを持ってい
る⾼校への進学が、今まで以上に必要になってくることが、予想され
ます。 
 ⾼校・⼤学によって、⼦ども達の将来が決まってしまうとまでは、
⾔いませんが、今まで以上に、⼤きく将来の選択肢が左右されること
は、否定しにくくなっていくことでしょう。 
 ＳＣＲＵＭは、今まで以上に、しっかり⽬標を持って、学習活動を
⾏い、⼦ども達が学習活動を通して、将来の⽬標を育てることに貢献 
していきたいと考えています。 
 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 

個別&⼀⻫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・・・中学校で成果を出すために！ 
《⼀⻫指導(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。 
※新⼩５ 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)  
※新⼩６ 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)  
 
※新⼩ 4・５・６ 英語⇒詳細は、オモテ⾯をご覧下さい。 
■指導曜⽇・時間 ※どちらか⼀⽅を選択してください。 
⽔曜⽇ 18：10 から 19：10 
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)  
 
※新⼩学 4・５・６ 読解⼒養成講座 
■指導曜⽇・時間 ※どちらか⼀⽅を選択してください。 
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  ⽕曜⽇・⽔曜⽇ （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 5,400 円(年額)が必要。 
※ 模擬試験代として、6,480 円(年額)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、 
⼩学⽣学⼒アップ応援プランを⽤意いたしました。 
※応援プラン１ 
３講座受講の⽅は、⽉額合計から 2,160 円ＯＦＦ 
※応援プラン２ 

   

 

現役で志望⼤学に合格したい！⾼校⽣へ！ 

⾼校での好位置キープが、絶対条件です！！ 

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、学校
授業を活かし、受験対策しています。 
 

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だけど、だからこそ、ライバルに差をつ
けるようです。また、２年⽣からは、学校授業を活かして、⼊
試対策をしていますので、⼀般⼊試対策も⼤丈夫です。 

 

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) 

東京学芸大・大阪市大・大阪府大・滋賀大・兵庫県大 

徳島大・和歌山大・愛媛大・兵教大 

同志社大・立命館大・関学大・関西大・甲南大・武庫女大   
新高校１年生・２年生…（1 年：５名、２年：若干名） 
《学校進度と志望⼤学にあわせて、個別カリキュラムで指導》 
■指導曜⽇ ⽉曜⽇から⼟曜 19：40 から 21：40 
 ※学校の時間割と受講希望者によって調整いたします。 
■指導教科 英語・数学・国語・商業簿記・理科から選択 
■受講費⽤・・・別途、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。 
  
新高校３年生…若干名 
《志望⼤学と個⼈の習熟にあわせて、個別カリキュラムで指
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・社会・理科から選択 
■受講費⽤・・・別途、⼊塾⾦ 10,500 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 38,880 円(⽉)/教材費 2,600 円(⽉) 
※高３の毎日コースは
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