
偏差値６０以上を目指す！
中2：春期講習から入塾 偏差値６UP! ４月実力６３
中3：２月から入塾 偏差値５UP! ４月実力６２
中2：春期講習から入塾 偏差値６UP! ４月実力５７
中３ 夏期講習から入塾 ５科目偏差値 入塾前 ５８→講習後 ６１（８月）６４（12月）市姫合格 /
中３から入塾 数学偏差値 入塾前５８→６５（10月）５科目偏差値 ６０→６４（1月）市姫合格/
中3 学年4位（12月実力）姫路東推薦合格/ 中３ 夏期講習から入塾 ５科目偏差値 入塾前６０→
講習後 ６４ 飾西合格/ 中3 5科目偏差値 ８ＵＰ（中2 3学期末→中3 1月実力）/中３ 理科偏差
値７１（8月）98点偏差値67（1２月）飾西高校（理）推薦合格/ 中３ ８月実力数学偏差値６８/
中3 数学100点（12月）/中2 学年2位（1月実力）/中２ ７月入塾 ５科目偏差値 ８月実力５ＵＰ
（入塾前より）12月期末１３ＵＰ（入塾前より）/ 中２ ５科目偏差値 ５４（中1）→６３（8月）/中2
英語偏差値９ＵＰ 数学偏差値５ＵＰ（中1 3学期末→中2 2学期末）/ 中2 5科目偏差値５ＵＰ（4月
→1月）/ 中2 5科目偏差値４ＵＰ（7月→12月）/ 中2 数学偏差値６ＵＰ（8月→1月）

■ 中学生 特訓クラス指導コース 無料体験
理解度・記憶度を確認しながらレベルアップをはかります。一斉授業を進めながら個別に対応し疑問点を解消していきます。

さらに、授業終了後または授業日以外に「定着フォローアップ学習を行い、授業内容の定着をはかります。高島英才学院の教
務システム自体が「授業」＋「定着フォローアップ学習」の組み合わせにあり、両面から学力増強をささえます。私塾団体の
「播磨民間教育ネットワーク」に加盟しており、的確な受験情報を提供いたします。考査前は、考査対策学習（無料）を濃密
に行います。過去３０年以上に渡り、姫路西高・姫路東高・市立姫路高などの上位進学校に２００名以上合格させた経験豊富
なベテラン講師が中心になって授業を進めます。豊富な学習量と強い教務力で大幅な成績アップをめざします。現在、中学3年
生は毎日通塾し学習しています。中2、中1の中にも希望者等が週6日・週5日・週4日通塾し学習しています（追加費用は無し）。
生徒の成績アップのため全力でサポートしています。

★ 通常授業

クラス 平常学習時間 考査前学習時間 学習科目 月額授業料

週３回６時間以上（1学期） 週7日20時間以上 数学・英語・国語・理科・社会 ２２,０００円
中学３年生

週３回７時間以上 (2・3学期) 週7日20時間以上 数学・英語・国語・理科・社会 ２３,１００円

週３回６時間以上 週7日20時間以上 数学・英語・国語・理科・社会 １９,８００円
中学２年生
中学１年生

週２回4.5時間以上 週7日20時間以上 数学・英語・国語 １７,６００円

※ 月額諸費1,870円が必要です。※ 春期・夏期・冬期の特別学習 期間を除いた時間割です。

※ 「英語・数学のみ」「英語を外して受講」など希望があれば対応可能な場合があります。

■ 中学生 徹底個別指導コース 先生1人に生徒は1人か2人 無料体験
カリキュラムは一律ではなく、生徒各個人にあわせた、オーダーメイドのカリキュラムです。曜日・科目・回数・時間につ

いて自由に選択することができます。また、学校授業の補習・苦手分野の克服・入試対策という学習目標や教材選定や学習方

法など、一人ひとりにあった指導を行っています。個性や能力にぴったり適応できる当塾の徹底個別指導だから、集中でき学

習効果が上がります。学習時間を増加させるために、授業以外の日に通塾し、自主学習をすること勧めています。（追加費用

は無し）。生徒の成績アップのため全力でサポートしています。

★ 通常授業 ： １回８０分授業 ＋ 定着フォローアップ学習４０分 ※１回単位で授業回数を追加できます。

学年 基本授業形態 授業科目 週１回（=月４回） 週２回（=月８回） 追加授業

中学３年生 月額１４,３００円 月額２８,６００円 １回３,５７５円

中学２年生 １対２ 希望科目 月額１３,２００円 月額２６,４００円 １回３,３００円

中学１年生 月額１１,０００円 月額２２,０００円 １回２,７５０円

※ 私立中学生の授業料は、中1→中2、中2→中3、中3→高1 ※月額諸費 1,８７０円が必要です。

過去の合格実績例

☆ 姫路飾西高合格（Hさん）☆ 神戸高専合格（Fさん）☆ 姫路西高合格（Ｋさん）☆ 姫路東高合格（Ｏさん）☆ 姫路東高合格（Ｋさん）

☆ 市立姫路高合格（Ｔさん）☆ 明石高専合格（Ｆさん）☆ 神戸高専合格（Ｆさん）☆兵庫県大付属高合格（Ｔさん）☆ 姫路飾西高合格（Ｈさん）

☆ 姫路飾西高サイエンス合格（Ｈさん）☆姫路南高合格（Ｋさん）☆姫路南高合格（Ｋさん）☆姫路南高合格（Ｙさん）☆ 姫路南高合格（Ｏさん）

☆ 相生高合格（Ｙさん）☆ 姫路西高合格（Мさん）☆ 姫路西高合格（Yさん）☆ 姫路東高合格（Мさん）☆ 姫路東高合格（Мさん）

☆ 姫路東高合格（Мさん） ☆ 須磨学園高Ⅲ類合格特待生（０さん）☆ 明石高専合格（Ｋさん）☆ 明石高専合格（Ｎさん）

☆ 市立姫路高合格（Ｔさん）☆ 市立姫路高合格（Ｔさん） ☆ 市立姫路高合格（Ｎさん）☆ 市立姫路高合格（Ｓさん）

☆ 市立姫路高合格（Ｍさん）☆ 姫路飾西高合格（Ｎさん）☆ 姫路飾西高合格（Мさん）☆ 市立姫路高合格（Ｔさん）

☆ 市立姫路高合格（Ｍさん）☆ 姫路飾西高サイエンス合格（Мさん）☆姫路飾西高合格（Мさん）☆姫路南高合格（Ｓさん）

☆ 姫路南高合格（Ｙさん）☆ 姫路南高合格（Мさん）☆姫路南高合格（Мさん）☆兵庫県大付属高合格（Ｓさん）

■ 高校生 徹底個別指導コース 先生1人に生徒は1人か2人 無料体験

経験豊富な社会人講師が在籍しています。指導の成果の１つとして、国公立大学合格者・有名私立大学合格者も出てい

ます。学校の授業の予習・復習、考査対策、英語検定対策、大学受験に向けた生徒1人1人に合わせた復習授業・入試対

策授業・過去問演習授業を行っています。開校時間内であれば、自習室の利用ができます。

★ 通常授業 高校生 ： １回８０分授業 ※１回単位で授業回数を追加できます。

学年 基本授業形態 授業科目 週１回（=月４回） 週２回（=月８回） 追加授業

１対２ 月額１７,６００円 月額３５,２００円 １回４,４００円

高校３年生

１対１ 月額２２,０００円 月額４４,０００円 １回５,５００円
希望科目

１対２ 月額１５,４００円 月額３０,８００円 １回３,８５０円

高校２･１年生
１対１ 月額１９,８００円 月額３９,６００円 １回４,９５０円

※月額諸費 1,８７０円が必要です。

■ 高校生 代ゼミサテラインコース（飾磨校にて開講）無料体験

大学受験予備校の一つである代々木ゼミナールの本校の授業をネット配信で受講することができます。（個別ブースで受

講。）この代ゼミの授業と当学院の徹底個別指導を組み合わせることによってすばらしい結果が数多く生まれています。

〇大学入学共通テスト対策講座 〇大学別入試対策講座【阪大・神戸大・大阪市立大・岡大・関関同立大・近大など】

〇レベル別・単元別入試対策講座【ハイレベル・標準・基礎・数列漸化式・整数問題・確率・三角関数・対数・ベクトル・複

素数・力学・熱・電磁気・波動・理論・有機・無機・化学平衡・モル・代謝・遺伝子・発生・進化など】

〇単元別基礎力完成講座 1講座11,000円/月テキスト550円/単元 ※受講回数制限なし

合格例

☆ 岐阜大学（農学） ・・・姫路東高 ☆ 鳥取大学（工学） ・・・姫路高

☆ 関西学院大学（教育） ・・・姫路高 ☆ 甲南大学（経営） ・・・姫路高

☆ 神戸女子大学（教育） ・・・姫路高 ☆ 神戸学院大学（経営） ・・・琴丘高

☆ 大阪薬科大学 ・・・姫路南高 ☆ 神戸学院大学（薬学部） ・・・姫路高

☆ 鳥取大学（地域学部） ・・・姫路東高 ☆ 神戸薬科大学 ・・・姫路東高

☆ 関西学院大学（文学部） ・・・姫路高 ☆ 甲南大学（経済学部） ・・・琴丘高

☆ 甲南大学（マネジメント創造学部） ・・・飾磨高 ☆ 関西外大 ・・・網干高

☆ 神戸女子大学（家政学部管理栄養） ・・・琴丘高 ☆ 神戸女子大学（文学部教育） ・・・琴丘高

☆ 大阪経済大学（経済学部） ・・・琴丘高 ☆ 神戸学院大学（総合リハビリ） ・・・琴丘高

☆ 神戸学院大学（総合リハビリ） ・・・相生高 ☆ 甲南大学（経済学部） ・・・琴丘高

☆ 鳥取大学（工学部） ・・・姫路東高 ☆ 香川大学（法学部） ・・・姫路南高

☆ 神戸常盤大学（保健科学医療検査学部） ・・・網干高 ☆ 川崎医療福祉大学（医療技術学部） ・・・飾西高

☆ 神戸女学院大学（文学部） ・・・姫路南高 ☆ 龍谷大学（経営学部） ・・・琴丘高

☆ 神戸女子大学（教育学部） ・・・網干高 ☆ 神戸海星女子学院大学（教育学部） ・・・琴丘高

☆ 東京工科大学（工学部） ・・・琴丘高 ☆ 甲南女子大学（文学部） ・・・網干高

☆ 京都産業大学（経営学部） ・・・須磨学園高 ☆ 姫路獨協大学（医療保健学部） ・・・網干高

☆ 広島大学（医学部 保健学科） ・・・姫路西高 ☆ 兵庫県立大学（看護学部） ・・・姫路東高

☆ 大阪市立大学（商学部） ・・・姫路東高 ☆ 鳥取大学（工学部） ・・・姫路東高

☆ 香川大学（工学部） ・・・姫路高 ☆ 立命館大学（経営学部） ・・・網干高

☆ 関西学院大学（商学部） ・・・姫路東高 ☆ 関西学院大学（文学部） ・・・姫路東高

☆ 関西学院大学（文学部） ・・・姫路東高 ☆ 関西大学（文学部） ・・・姫路南高

☆ 甲南大学（経営学部） ・・・琴丘高 ☆ 甲南大学（理工学部） ・・・姫路東高

☆ 甲南大学（文学部） ・・・姫路東高 ☆ 甲南大学（文学部） ・・・琴丘高

☆ 関西外国語大学 ・・・姫路南高 ☆ 関西外国語大（英語キャリア学部） ・・・姫路南高

☆ 近畿大学（工学部） ・・・姫路南高 ☆ 近畿大学（総合社会学部） ・・・網干高

☆ 東京薬科大学 ・・・岡山高 ☆ 武庫川女子短大（栄養） ・・・網干高

☆ 神戸学院大（栄養学部） ・・・姫路南高 ☆ 神戸女子大（家政学部） ・・・姫路南高

☆ 神戸学院大（法学部） ・・・姫路南高 ☆ 神戸親和女子大（発達教育学部） ・・・網干高

☆ 姫路市医師会看護専門学校 ・・・播磨高 ☆ 岡山理科大学（工学部） ・・・香寺高

志望校が母校になる！！ 親身の指導

高島英才学院
飾磨パワーアップ校 姫路市飾磨区清水１２６番地ベルローゼビル３階 （２３３）０４９０

白浜パワーアップ校 姫路市白浜町宇佐崎中１丁目２２２番地 （２４６）２４１６



無料体験募集
■ プログラミング
楽しみながら論理的な思考力を鍛えることができます。２つのコースがあります。

マインクラフトプログラミングコース（小学全学年）

１ヶ月費用は、6,600円。その他費用はありません。
個別指導とセット受講で割引き
★人気ゲームの「マインクラフト」を使って学びます。

★ゲームを進めるためにプログラムを作成し、楽しく学習できます。

★パソコンの使い方から指導しますので、初めてでも大丈夫です。

★個別対応のプログラミング教室です。★自分のペースで学べます。

★使用するビジュアル系言語の「メイクコード」には、プログラミ

ング言語である「JavaScript」に自動翻訳される機能があります。

級が進むと「JavaScript」で解く問題も出題されます。

授業時間・授業回数 月額費用

１授業５０分 （年間４２回） ６，６００円

※ 月額諸費を含んでいます。 教材費等はありません。

（小学２年生～６年生）

サイバーエージェントグループが開発したプログ
ラミング教材です。ゲームを作りながらプログラミ
ングの基礎を学ぶことができます。詳しくは、「ｑ
ｕｒｅｏ」のホームページをご覧ください。

授業時間・授業回数 月額費用

１授業５０分 （年間４８回） ９，９００円

★個別指導とセット受講で割引き。月額諸費を含んでいます。その他費用はありません。

■ ベネッセグリムスクール （読書を通して国語力を養成）（小学全学年）

「国語力」は全教科の土台になります。小学校はもちろん、中学校、高校と進むにつれて

強い土台がますます必要になっていきます。グリムスクールは、この土台をしっかり築くた

めの小学生を対象にした学習です。月に１冊本を読み、「作戦」と呼ぶゲーム形式の授業を

実施します。「作戦」はあらゆる角度から本の内容を堪能できるように作られていて、それ

ぞれに、国語力を多角的に育てる目的を設定しています。楽しいから子供たちは授業に集中

でき、その積み重ねが「深い読書習慣」「本物の読書好き」を育てていきます。ベネッセホ

ームページをご参照ください。

コース 授業時間 授業料

初級・中級・上級 1授業５０分（年間４２回） ５，２８０円

★個別指導とセット受講で割引き ※ 月額諸費 1,320円が必要です。毎月1冊本代が必要です。

■ 小学生 徹底個別指導コース
◆ ＯＮＬＹ ＹＯＵ !

子供は一人ひとり、性格・理解度・スピードなどが異なります。そのようなさまざまな要素に合わせて指導することが可能

です。「勉強に興味がない」と思われていた子供が、学校の先生もびっくりされるくらい変わることもあります。まず、「な

ぜそうなるのか？」を説明し、問題を解くときには、ヒントをあたえながら「本人に気付かせる」ようにしています。「自分

で考えてわかった」という自信になり、勉強に対する姿勢を変化させます。一人ひとりの考えるペースに合わせることが可能

な個別指導だからできる指導です。

◎ 通常授業

科目 授業回数 月額授業料

算数（教科書準拠コース ） 週１回（月４回） ６,６００円

個別指導 算数（発展・応用コース ） 週１回（月４回） ６,６００円

国語（論理エンジンコース） 週１回（月４回） ６,６００円
１授業６０分

国語（教科書準拠コース ） 週１回（月４回） ６,６００円
＝個別指導４０分

英語 週１回（月４回） ６,６００円
＋フォロー２０分

理科・社会 週１回（月４回） ６,６００円

算数＋英語（２０分） 週１回（月４回） ６,６００円

受験対策 週１回（月４回） ８,８００円

※ 月額諸費 1,320円が必要です。

■ ベネッセこども英語コース supported by Berlitz

英語を通して、世界の人とつながることに興味を持ち続け、英語を通して、自らの世界を

広げていってほしい。そのために、子供たちの英語に対する意欲や興味を育て、成長や発

達に合わせて「使える英語」を効果的に習得するプログラムを提供したい。そんな思いか

らうまれたコースです。ベネッセホームページをご参照ください。随時、無料体験学習を

行ないます。

コース 授業時間 授業料

初級・中級・上級 １授業５０分 （年間４２回） ６，６００円
※ 月額諸費 1,320円が必要です。

■ 英語検定合格コース （小学生で英語検定５級・４級合格をめざす）（小学全学年）

回数（１回学習時間） 月額授業料

週1回（月4回） １授業６０分＝個別指導４０分＋フォロー２０分 ６，６００円 ※ 月額諸費 1,320円が必要です。

☆英検4級合格・飾磨小6年生 ☆英検5級合格・飾磨小5年生 ☆英検4級合格・高浜小5年生 ☆英検5級合格・妻鹿小5年生

■ ACE KIDS ACADEMY 珠算（そろばん）コース （小学全学年）
そろばんは、集中力と計算力をつけるのに非常に有効です。波及効果を考えるといいことばかりの勉強といえます。独自の

２０級からスタートし、スモールステップで確実に実力をつけていきます。見取り算・乗算・除算だけでなく、四則計算の

暗算能力の向上にも力を注いでいきます。小学生は能力開発の黄金の時期です。

学習時間 月額授業料 ※ 月額諸費550円 が必要です。

週1回（月4回） 1授業50分 ４,４００円 ※ 月額教材費360円が必要です。

★個別指導とセット受講で割引き ※ 珠算週２回は 6,600円

そろばんの効果 ： 直接効果だけでなく、すばらしい波及効果が期待できます。

＊ 計算が得意になる。（あらゆる計算が速く正確になり、計算することが苦にならなくなる。）

＊ 算数や数学が得意になる。（中学以上の理科の計算や数学、社会の資料計算などにも当然波及します。）

＊ 集中力がつく。 ＊ 記憶力がよくなる。 ＊ 忍耐強くなる。 ＊ 成功体験がつかめる。＊ 試験に強くなる。

＊ 机に座る姿勢が良くなる。 ・・・等々

☆ 指導上の特長 ： まず日商検定３級をめざそう！！
＊ 少人数濃密指導！

生徒約１０人に先生１人が指導します。先生が常に机間巡視を行い、ひとり一人をていねいに正しく指導します。必要なとき
にしっかり教えてもらえる教室です。楽しさの中で忍耐強く学び、計算力と集中力を養います。３級まで進みますと、小数の計
算・四捨五入など必要な計算能力がほぼ身に付きます。暗算能力の向上にも力を注ぎます。

＊ スモールステップの検定試験！ ： ２０級から段位まで設定（ふつうは１０級から）

そろばんでつまづきやすい、初期・７級・６級においてより細かくステップを設けることでやる気が持続。達成感が得やすく、
小さな成功体験を積み重ねていくことができます。日商の検定試験は年３回商工会議所にて受検できます。

＊ 教材・教具がちがう！
日本初のカラーのわかりやすい挿絵入りテキストを使用します。２０級～１３級は全ページカラー印刷で指使いの挿絵付き。

１２級から４級は新しいテクニックの導入ページにカラーで挿絵付き。説明時に使用する教具も最新のものを使用します。


