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地域の皆様に支えられて一周年へ！ 
 

 

 

 

 

 

 

新学期・春期講習 講座ラインナップ 
 

小学生講座…２ページ 

附小テスト対策・中央中/岩大附中/県外中学入試/英検/漢検/数検対策 

 

中学生講座…４ページ 

定期テスト対策・一貫校学習フォロー・県内/県外高校入試/英検/漢検/数検対策 

 

高校生講座…６ページ 

定期テスト対策・日常学習フォロー・大学入試対策 

 

春期講習のご案内…８ページ 
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「じっくり考える」習慣を君に！ 

小学生ラインナップ 

 

TopNoteがなんとかします！ 

・解くのは速いけれど、難しい問題で止まってしまう！ 

・ミスが多くて、本当に理解しているのか不安！ 

・塾を利用して確実に学習習慣をつけたい！ 

・他の習い事の入っていない時間帯に通いたい！ 

・ふだんの勉強がつまらない！もっと進んだ内容に挑戦したい！ 

・検定対策がしたい！中学入試対策がしたい！ 

 

 学習内容の増加、都心部での中学受験の過熱ぶりなど、小学生のお子様の保護者様

におかれましてはお子様の勉強へのお悩みが尽きないことと思います。TopNote で

は開校当初よりたくさんの児童の皆さんをお迎えし、初年度の塾生の皆さんには岩大

附中合格/全国統一小学生テスト岩手県トップ３入り/英検数検漢検合格といった成果

を残される方が出ております。他塾さんの集団授業・個別指導・プリント学習で少し

行き詰まりを感じておられる方、県外受験を志す方、お子様に合った指導を提供して

ほしいが費用面が心配な方にお選びいただいております。TopNoteが適正価格でオ

ーダーメイドの指導を実現します！ 
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【プライム講座】 圧倒的演習量・利便性で成績アップ！ 

開講時間 

以下の時間からお好きな曜日・時間帯を選択いただけます！ 

月・火・木・金 15:00～22:00 土・日 14:00～21:00 

 

指導スタイル 

各自のご要望に合わせて課題をご用意します。 

課題の進捗に合わせて〇つけ・解説・添削を行い、進めて参ります。 

 

実際の指導例 

・附小生。国語算数ともに基本の問題は解けるが、文章題や記述問題が苦手。 

→週２コースで一日 90分ほどのご利用、記述メインの教材「ほーぷ」（育伸社）によ

り学校で習った範囲を復習。期末テスト前は４教科のテスト範囲をプリントで練習。 

・小１生。先取りをしているため学校で習う内容がつまらなく、刺激がほしい。 

→「算数ラボ」（好学出版）により思考力を鍛える問題に挑戦。また数検を定期的に受

験し、習った範囲の定着を確実にしながら進めていく。 

 

料金（消費税込、これ以上の月額はいただきません！） 

週２コース（お好みの曜日を２日選択、選んだ日は時間問わず受け放題）14,850円

アンリミテッドコース（開講日はずっと受け放題）    19,800円 

 

※週２コースの方は受講する曜日以外も空席があれば自習での利用が可能です。また、来れない日が

出た場合は空席のある日で都合よい日に振替いたします。 

※全学年共通で入会金 22,000 円を申し受けます（ネット申込で半額となります） 

※他の習い事の都合や、遠方からの通塾のために週１あるいはそれ以下のペースで通塾されることを

ご希望の場合も対応しております！お気軽にご相談ください！ 

 

【キッズ算数国語講座】 

開講時間 月２回土曜 10:00～11:30 年長～小３まで対象 

集団授業、パズル的な問題を中心とした算数と、文章の正確な読み取りを練習する国

語をみんなで楽しく勉強します！ 

初回 4 月 9 日（土） 費用：3,300 円（教材費込み） 
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「勉強の仕方」から変える自分改革！ 

中学生ラインナップ 

 

TopNoteがなんとかします！ 

・頑張っているのに結果につながらない！ 

・他の集団授業についていけない！個別指導じゃ物足りない！ 

・中央中・岩大附中のペースについていけない！ 

・自分に何が必要なのか、から教えてほしい！ 

・検定対策がしたい！県外高校を受けたい！ 

 

 指導要領が改訂され、英語を中心に学習内容が増え、テストが難しくなってきてお

ります。もはや学校のテストですら直前二週間の詰め込みでは対応しきれません。 

 TopNote では日常学習の状況から確認し、普段から学校で習ったことをすぐ定着

させる習慣をつけつつ苦手分野の克服をして参ります。 

 一貫校のスピードについていけない方、何から手を付けたらいいかわからないとい

う方から上位校を目指したい方までお手伝いをさせていただいております。現在中学

生のお問い合わせ多くいただいております。ぜひ、お気軽に体験授業をお申し込みく

ださい！ 
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【プライム講座】 君だけの学習プランをご提案！ 

開講時間 

以下の時間からお好きな曜日・時間帯を選択いただけます！ 

月・火・木・金 15:00～22:00 土・日 14:00～21:00 

 

指導スタイル 

各自のご要望に合わせて課題をご用意します。 

課題の進捗に合わせて〇つけ・解説・添削を行い、進めて参ります。 

 

実際の指導例 

・附中生。習い事の合間に可能な限り通塾し、学校課題と習った範囲のワークに取り

組む。テスト前はそれに加え予想問題プリントに取り組み、苦手分野がわかったらさ

らなる課題に克服できるまで取り組む。 

・下中生。学習習慣が全くなく、小学内容からの復習が必要。塾を利用することで学

習時間を確保し、生まれて初めてドリルを完走、模試得点 70点以上アップ！ 

 

料金（消費税込、これ以上の月額はいただきません！） 

週２コース（お好みの曜日を２日選択、選んだ日は時間問わず受け放題）19,800円

アンリミテッドコース（開講日はずっと受け放題）    29,700円 

 

※週２コースの方は受講する曜日以外も空席があれば自習での利用が可能です。また、来れない日が

出た場合は空席のある日で都合よい日に振替いたします。 

※全学年共通で入会金 22,000 円を申し受けます（ネット申込で半額となります） 

※他の習い事の都合や、遠方からの通塾のために週１あるいはそれ以下のペースで通塾されることを

ご希望の場合も対応しております！お気軽にご相談ください！ 

 

【オンライン添削講座】 

公式 LINE を通じて課題をやり取りしての添削講座承ります！必要に応じて動画授業

での解説も行います。数検対策、入試対策承ります。数検など通してご興味持たれた

方はご一報ください。オーダーメイドでプランをご提案いたします！ 
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大荒れの共通テストと学習指導要領改訂を乗り切ろう！ 

高校生・既卒（浪人）生ラインナップ 

 

TopNoteがなんとかします！ 

・定期テストで得点できるようになりたい！ 

・頑張っているが成果が上がらない！ 

・快適な学習スペースがほしい！質問・添削相手がほしい！ 

・私大を目指して特化した対策がしたい！ 

・浪人を決断、一年間精神的にもサポートしてほしい！ 

 

 共通テストが大幅に難化したことが広く報じられています。しかし、今回の出題は

過去の出題や大学入試センターの動向から予測できた範囲のものです。今回の問題で

平均点が過去最低となったのは単純な問題の難易度ももちろんそうですが、指導者の

勉強不足、対応不足も一因として挙げられると考えております。不測の事態を見越し

て対策していれば、得点自体は低くなっても大崩れはせず。模擬試験で出ていた判定

以上の判定を出したうえで予定通り第一志望校に出願できます。TopNote 生も予定

通りの成績を本番で実現し併願校合格したうえで第一志望校に出願しております。 

 TopNote では常に最悪の事態を想定して学習プランを構築して参ります。もちろ

ん厳しいことも多く言うことになりますが、皆さんの上を目指したいという想いに応

えて精一杯ご指導いたします。ぜひ、TopNoteで一緒に頑張りましょう！ 
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【プライム講座】 君だけの学習プランをご提案！ 

開講時間 

以下の時間からお好きな曜日・時間帯を選択いただけます！ 

月・火・木・金 15:00～22:00 土・日 14:00～21:00 

 

指導スタイル 

各自のご要望に合わせて課題をご用意します。 

課題の進捗に合わせて〇つけ・解説・添削を行い、進めて参ります。 

 

実際の指導例 

・高校入学後最初のテストで全く得点できない現実に直面し、入塾。大量に出される

学校課題を確実に理解して消化することを第一とし、可能な限り通塾し質問対応をメ

インとして進行。強化したい英語は添削課題を出して記述力を強化。 

・高２生。大学の性質上ほぼ共通テストで合否が決まるため、まずは学校課題よりさ

らに易しめの課題から添削指導。しかし得意の数学は共通テストで余裕で９割を取る

ためにあえて二次試験レベルの教材で死角をなくしていく。 

 

料金（消費税込、これ以上の月額はいただきません！） 

週２コース（お好みの曜日を２日選択、選んだ日は時間問わず受け放題）24,200円

アンリミテッドコース（開講日はずっと受け放題）    36,300円 

 

※週２コースの方は受講する曜日以外も空席があれば自習での利用が可能です。また、来れない日が

出た場合は空席のある日で都合よい日に振替いたします。 

※全学年共通で入会金 22,000 円を申し受けます（ネット申込で半額となります） 

※他の習い事の都合や、遠方からの通塾のために週１あるいはそれ以下のペースで通塾されることを

ご希望の場合も対応しております！お気軽にご相談ください！ 

 

【オンライン添削講座】 

公式 LINE を通じて課題をやり取りしての添削講座承ります！必要に応じて動画授業

での解説も行います。数検対策、入試対策承ります。数検など通してご興味持たれた

方はご一報ください。オーダーメイドでプランをご提案いたします！ 
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春期講習のご案内 

～3月 15日 通常営業 

3月 16日 休校日（面談など実施） 

3月 17日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 18日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 19日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 20日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 21日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 22日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 23日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 24日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 25日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 26日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 27日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 28日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 29日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 30日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

3月 31日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

4月 1日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

4月 2日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

4月 3日 TopNote名門模試 

4月 4日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

4月 5日 春期講習期間：10:00～21:00で開校 

4月 6日 休校日 

4月 7日以降 通常授業 
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指導スタイル 

通常講座と同じ形式の授業を、時間帯を拡大して実施いたします。 

各自のご要望に合わせて課題をご用意します。 

課題の進捗に合わせて〇つけ・解説・添削を行い、進めて参ります。 

新学年の先取り学習、現学年の総復習、検定対策など、ご希望の内容でご受講いただ

けます。まずは面談にてご希望伺いますので、お問い合わせください！ 

 

春期講習料金 

 小学生 中学生 高校・既卒生 

春期超特訓コース 

19 日間通い放題！ 
19,800円 29,700円 36,300円 

8日コース 

8 日選んで受講！ 
14,850円 19,800円 24,200円 

4日コース 

4 日選んで受講！ 
9,900円 13,200円 17,600円 

2日コース 

2 日選んで受講！ 
応相談※ 応相談※ 8,800円 

※2日コースは講習期間前半に学校の春期講習が入っている高校生のための設定とな

ります。小学生・中学生で 2日間の通塾をご希望の場合はご相談ください。 

 

TopNote名門模試 

4月 3日（日）に学習成果の確認のため模擬試験を実施いたします。 

小中学生…10:00～小４以下は 12:00,小 5・小 6は 13:00,中学生は 15:00まで  

育伸社学力テスト 小４以下は２科、小５小６は４科、中学生は５科 3,300円 

高校生…14:00～18:00 全学年英語と数学 IA 共通テスト型問題 

エデュケーショナルネットワーク社模擬問題 2,200円 

 

お問い合わせはお気軽に！ 

0120-69-5798 
 

公式サイト 申込はこちら！ 


