
グループ

春期入塾キャンペーン実施中!

教科書改訂
対策講座は

ご入塾いただくと
無料で受講できます!
•講座のみの方は11,000円（税込）で

受講できます。
（新中1～中3生対象）
講座内容等詳しくは裏面を

ご覧ください。

●キャンペーンは先着順になりますので、定員に達し次第終了いたします。

入学金無料!16,500円（税込）

授業1ヵ月分（1コマ80分）4コマ分プレゼント!+

入学金無料!16,500円（税込） 無料!教科書改訂
対策講座+

授業時間
そのまま!

単語量
2倍!

2024年～
大学入試英語は
外部試験!

高校履修
範囲から3つの
単元が前倒し!ボリューム　　 になります!!

春から教科書改訂により、

例えば、「英語」「英語」
高校受験＆定期テストにこれまで
高校で習っていた単元が入ってくる！

中学校
1200語

中学校
1600～1800語

高校
1800語

高校
1800～2500語

小学校
600～700語

旧学習指導要領
（2019年度まで）

新学習指導要領
（2021年度以降）

約2倍の2,400語!
小学校から中学校終了まで

新中1～中3生は

11,000円（税込）

3/8月～4/4日

いいよ!

心配しなくて

春期入塾キャンペーン! ●4月10日土までに
　入塾された方、

申込み締切り
3月13日土まで

プレゼント!!
丸わかりブック
教科書改訂

入塾された方には、

KECならオンライン授業も
選べます。
オンライン授業で成績を
伸ばしている生徒多数!!

https://www.kec.gr.jp/kobetsu/

K EC　志学館　個別

生 駒 教 室
学園前教室
西大寺教室
高の原教室

奈 良 教 室
郡 山 教 室
田原本教室
桜 井 教 室

☎（0743）74-1778（代）
☎（0742）51-3310（代）
☎（0742）35‐8350（代）
☎（0742）72‐0127（代）

☎（0742）27‐3781（代）
☎（0743）58‐1221（代）
☎（0744）32‐7622（代）
☎（0744）41‐0461（代）

五位堂教室
王 寺 教 室
登美ヶ丘教室
天 理 教 室

神 宮 教 室
八 木 教 室
高田市駅教室

☎（0745）71‐3844（代）
☎（0745）34‐2212（代）
☎（0742）53‐7200（代）
☎（0743）69‐5820（代）

☎（0744）28‐5155（代）
☎（0744）23-6660（代）
☎（0745）24‐1212（代）

KEC個別 KEC志学館個別

●まずはお気軽にお近くの教室まで
　お問い合わせください

KEC個別・KEC志学館個別は全て駅前立地（徒歩5分以内、登美ヶ丘教室はバス停横）で、授業も、一人ひとりに講師がつきますので安心してご通塾いただけます。

20210216NEW

受付時間 PM1：30～PM9：30（日曜除く）

対策講座があります。
KECには新学習指導要領対応の大丈夫!

個別指導塾で最速対応!!

今ならお得に入塾して成績アップ! さらにプレゼント!

「オンライン授業」
にも対応しています！

詳しくは
こちらを
ご覧くだ
さい。→
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小・中・高全学年対象

※詳細は最寄りの教室までお問い合わせください

小学生
新中学1・2年生
新中学3年、新高校1・2年生
新高校3年生・既卒

13,250円
16,750円
17,250円
18,250円

学年 受講料金（税別）



グループ

SHARP 
プラズマクラスター
加湿空気清浄機を

全校舎・
全教室設置！

KECでは教室内における感染症対策として
以下の対応を行っています。

●授業中、講師はマスクを着用いたします。
●通塾時入口にて、手指の消毒を行います。また
非接触型体温計にて検温を行います。
●机や椅子･ドアノブなど手が触れる部分の除菌を
定期的に実施します。

ご安心ください!

算数 英語国語

1対4の個別指導授業
※受講開始学年はコンテンツにより異なりますので、各教室にお問い合わせください。

月額

6つの中からお子様に最適なものを2つ選んでお得に効率よく学んでいただけます!

今、大注目の
プログラミング!

80分授業を40分ずつに分けて指導いたします。 9,000円（税別）●授業80分×4回2講座

©SRJ

KECオリジナル授業システム「授業サポート」

で成績が上がるまでトコトン指導!!
一人ひとりにあわせた「オリジナルカリキュラム」だから成績が上がる!

ご入塾の
流れ

❶お問い合わせ
お電話かＨＰでお問い合わせいただ
くか、直接教室へお越しください。

❸指導方針の決定
お子様の性格などもふまえて、お子様独自の
オリジナルの指導方針をお伝えします。

❹入塾・授業スタート
受講教科や時間割などが決定してから、
授業がスタートします。

❷相談・カウンセリング 必ず定期テストの答案や、成績に関係する
資料（模試の結果など）をお持ちください。

現状を把握します! 成績の上げ方を提示します！

個別指導
1：2までの

安心の担当講師制。
科目ごとに講師は担当制です。毎回先生が
変わる、なんてことはありません。信頼関係
が築けるから安心して勉強に取り組めます。

曜日・時間もいつも同じ。
授業は曜日時間も基本固定制。（季節
講習除く）勉強計画や予定が立てやす
く、学習効果が高まります。

充実の開校時間。
なかなか家では勉強できない、とお悩み
の生徒にぴったりです。充実の開校時間
は各教室に直接お問い合わせください。

入退室はすぐにメールでお知らせ。
教室へ入退室があったらメールでお知ら
せが届きます（ご希望制）お子様がちゃ
んと入退室したかわかるので安心です。

小学生
対
象

小学生
対
象高校生

対
象

小学生 中学生 高校生

「かけがえのない存在」

［学園前・王寺・神宮］
も

新規開講!!
一条高校→同志社大学　
奈良北高校→立命館大学
西の京高校→近畿大学　
桜井高校→関西大学　
生駒高校→同志社大学　
橿原高校→龍谷大学　
高田高校→関西学院大学　
奈良北高校→同志社女子大学
西の京高校→京都産業大学
一条高校→武庫川女子大学
その他、多数合格

　僕は中学三年生の頃にKEC志学館個別に入塾し、この塾のおかげで高校受
験、大学受験を頑張ることができ、高校・大学に合格することができました。
　自分の中で日々の勉強に大きく貢献したのは、「ロードマップ」です。「ロード
マップ」には日々の生活で何をしたのかを書き込み、勉強時間や勉強の内容を見
直すことができます。また、目標や計画を書くことができるので、順序良く計画的
に勉強を進めることができました。本当に「ロードマップ」は僕にとって欠かせない

ものとなりました。
　そして、塾の先生たちは、分かりやすく勉強を教えてくれるだけでなく、勉強以外のことも楽し
く話してくれ、時には相談に乗ってくれるなど、とても良い人たちばかりでした。先生たちのおか
げで日々の勉強を楽しく学ぶことができました。
　塾の中は、勉強を教える先生と、勉強を頑張る生徒たちによって、いつも活気に溢れています。
そんな活気に後押しされて、僕は勉強を頑張ることができました。また、KEC志学館個別は、僕を
優しく受け入れてくれるような場所で居心地がよく、僕にとっては庭のような場所です。KEC志
学館個別は僕にとってかけがえのない存在です。

春の無料講座
キャンペーン実施中!!

好きなことで学ぶから、継続できる！プログラム
を実行するための設計図を書き、実行した後の
振り返りを行うことで「考える力」が身につく！

プログラミングで自分だけの
マイクラの世界を創ろう！

2020年 大学合格速報! KECグループ全体の合格実績です。

ポイント①

約束内容の確認
ポイント②

授業進捗チェック、習熟度チェック
ポイント③

講師と生徒の相性チェック
ポイント④

目標と勉強計画の立案・チェック

KEC個別・KEC志学館個別の【授業サポート】で
は、講師と生徒の1：1or1：2での個別授業中に、教室ス
タッフが順番に各ブースを訪れます。教室スタッフは、下
記のポイントを中心にチェックをし、問題点があればす
ぐにフォローします。『Road Map』を活用した明確な
目標設定とそれに向けた進捗管理を行う「徹底的なめ
んどうみの良さ」でお子さまの成績アップを実現します！

この春、新小５・６生は英語の講座を開講します！聞く・
話すに加えて、読む・書くの練習も行いましょう。また
算数や国語は低学年から開講しています。前学年の
復習を行い、勉強が得意な状態で新学年を迎えま
しょう。

生徒

講師 教室
スタッフ

生徒の声

教室スタッフの先生には直近

の模試の結果に沿った具体的

な勉強方法や志望大学の選び

方などをよく相談します。

私のことを本当によく考えて

くれているなと感じるし、

とても信頼をしています。 高校1年生 Aさん

受講生続々
増加中!!⤴

⤴
学びたい内容を組み合わせて学習の基礎力を身につける、人気の新授業スタイルです。

※実施日程は各教室へお問い合わせください。

無料体験
教室のご予約は
こちらから

開講教室／奈良・生駒・高の原・五位堂

10年・20年先にも
続く自信を育てる

人間大事の教育 https://www.kec.gr.jp/kobetsu/

K EC志学館個別

わくわく学ぶセレクト

2021年4月より、学習指導要領改訂に伴う新しい
教科書での学習が開始します。内容が深く、進度が
早い、学習内容に対応するために、この春は1学期分
の予習を行った状態で、新しい教科書での学習に望
みましょう！

これから高校生は早期の「英検®２級」以上の取得がポ
イント！さらに入試の早期化に対応すべくあなただけの
オリジナルカリキュラムを作成。また、AI教材「atama
＋」で英語や数学の最短学習を始めるチャンス！

関西大学合格!! 中山 晴喜くん（KEC志学館個別神宮教室）

申込み締切り：3月13日土まで

小・中・高全学年対象

※詳細は最寄りの教室までお問い合わせください3/8月～4/4日

※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

詳細は
コチラ
▼

●国語読解パック　10コマ　26,500円（税別）※塾生料金 ●総復習パック　10コマ　33,500円（税別）※塾生料金 ●英語徹底強化パック　10コマ　34,500円（税別）※塾生料金


