入塾案内
進学塾ブレスト
“勉強はスポーツだ！”
勉強を、楽しく・本気で・バランスも考えながら、“スポーツ感覚”で一緒に頑張っていきましょう！
目標に向かって頑張った経験が、キミを成長させる大切な財産になると信じています。

(小４～高３)

●山内本部校

【火木】１６：３０～２２：１０

【土】１３：４０～２１：１０

TEL:0954-45-4779
〒849－2303 佐賀県武雄市山内町三間坂甲 13314

(小４～高３)

●武雄校

【月水金】１６：３０～２２：１０
TEL:0954-28-9992
〒843－0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 8162

バイパス本山テナント ２０１号

(小４～高３)

●伊万里校

【月水金】１６：３０～２２：１０
TEL:0955-25-9433
〒848－0027 佐賀県伊万里市立花町円造寺 3846-13

●佐賀夢咲校

(小４～高３)

【火木】１６：３０～２２：１０

【土】１３：４０～２１：１０

TEL:0952-37-7405
〒849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北 2 丁目 9 番 13 号グロリオーサ１０２

●WEB サイト
ホームページ http://www.buresuto.com
毎日更新！進学塾ブレストブログ http://ameblo.jp/inu-the-husky0802
Facebook ページ https://ja-jp.facebook.com/buresuto

進学塾ブレストが選ばれる
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２、結果を出すための、その他の指導も充実！
○特別講座【参加必修】…有料と無料のものがあります。
・中高生定期テスト対策講座(無料)

・受験学年面接＆作文指導（秋以降）

○選択講座【参加任意】…有料と無料のものがあります。
・小中学生ブレストサイエンスアカデミー(理科実験講座)…４、8、12 月
・オンライン英会話 OLECO…マンツーマンで外国人講師とレッスン
○講習会【参加必修・割引適用】
・夏期講習会…7 月下旬～8 月下旬 ・冬期講習会…12 月下旬～1 月初旬
○土曜特訓会/自習、その他
・自分の授業がない日や、別校舎でも自習可能(空席状況を確認してください。)
・土曜特訓会で休んだ分の振替、テストやり直し補習

・東大生 TV 電話質問室

３、保護者様、生徒のみなさんとのコミュニケーションを大事にしています！
○進学塾ブレストブログ（Ameba ブログ） ＆ Facebook 等
生徒さんの日々の頑張りを毎日更新する WEB サイトにて紹介しています。
○ブレストメルマガ
ブレストの取り組みや子育てに関する情報等を定期的に紹介しています。
○成績の推移等をお伝えする保護者様個別面談、塾でのお子様の様子をお伝えする、
コミュニケーションメール/電話、生徒対象のチュータリング面談を定期的に実施ししています。

○進学塾ブレスト YouTube 校（限定公開）では、お知らせや学習に役立つ動画をアップしています。

４、イイものを安く！ ＆ 安心して通える環境！
○規模が大きい進学塾や個別指導塾さんの 7～8 割程度の年間費用。
○安心安全が第一！立ち番を実施し危機管理に努めています。 ○母子家庭や兄弟割引有り。
○入退室管理システム(Kazasu)でお子様の通塾の時間をお知らせします。通塾ポイントも貯まります。

５、勉強はスポーツだ！
○ライバルと一緒に、楽しく・本気で・バランスをとって頑張ることを通して、将来、実社会に出た時に活
躍できる人財を育てます！また、入試前には出陣式を実施し、ハチマキをまいて士気を高めます。

進学塾ブレスト 時間割・料金表
・新小４～新高３は3月から新学年の授業(授業料)がスタートします。
新学年への移行期につき、２～４月の時間割や月謝の詳細はインフォメーションでご確認ください。
・お迎え時の混雑を防ぐため、授業終了後、BとDの時間帯に参加していた小６,中３,高校生は10分間、自立学習をして待機してもらいます。
ただし、電車やご家庭の送迎の都合、兄弟で通塾されている方は、自立学習の参加は任意とします。

武雄校/伊万里校

月

水

金

A （主に小学生）

17:15～18:15

17:15～18:15

17:15～18:15

B (主に小学生）

18:20～19:20
小６：～19:30

18:20～19:20
小６：～19:30

18:20～19:20
小６：～19:30

C (主に中高生）

19:45～20:45

19:45～20:45

19:45～20:45

D (主に中高生）

20:50～21:50
中3/高校生:～22:00

20:50～21:50
中3/高校生:～22:00

20:50～21:50
中3/高校生:～22:00

山内本部校/佐賀夢咲校

火

木

土

A （主に小学生）

17:15～18:15

17:15～18:15

16:15～17:15

B (主に小学生）

18:20～19:20
小６：～19:30

18:20～19:20
小６：～19:30

17:20～18:20
小６：～18:30

C (主に中高生）

19:45～20:45

19:45～20:45

18:45～19:45

D (主に中高生）

20:50～21:50
中3/高校生:～22:00

20:50～21:50
中3/高校生:～22:00

19:50～20:50
中３/高校生:～21:00

※山内校と武雄校の中２～中３中学生本科コースの一部の授業は集団指導で受けることも可能です。※コマが決まっています。
※上記以外の生徒は、時間帯(コマ）からご希望の曜日、時間帯を選択できます。
※9月以降、小６（全8回）・中３（全18回）の、特別講座（入試＆進学対策）が加わります。
(税別)

小学生
小４～小６
小５～小６

本科コース （基礎力養成・公立中進学対策 算国）

2コマ/週

適性対策コース （本科コース ＋ 適性検査対策 算国理社） 4コマ/週

国私立中対策コース （国立私立中対策 算国理社） 4コマ/週

8000円
14000円
18000円

中学生
中１
中２
中３

本科コース （レベル：標準～発展） 5教科 ４コマ/週
教科書準拠コース （レベル：基本～発展） 5教科 ４コマ/週
本科コース （レベル：標準～発展） 5教科 ４コマ/週
教科書準拠コース （レベル：基本～発展） 5教科 ４コマ/週
本科コース （レベル：標準～発展） 5教科 ４コマ/週

教科書準拠コース （レベル：基本～発展） 5教科 ４コマ/週
※2教科(原則数英）受講は、2コマ/週で2000円引きとなります。

14000円
19000円
16000円
21000円
18000円
23000円

高校生
高１～高３
2教科コース（任意2教科） ４コマ/週
※1教科受講は、2コマ/週で2000円引きとなります。
※3教科以上受講の場合は、１教科追加ごとに+６０００円となります。

20000円

・授業実施日の詳細は、毎月中旬にお配りするインフォメーションでご確認ください。
・特別講座や選択講座は、毎月中旬にお配りするプリントをご確認ください。
・管理費が毎月1500円（税別）必要となります。
・基本的に一カ月4週授業となります。授業回数が増減していても毎月の料金に変更はありません。
・兄弟割引⇒2人目20％、３人目以降50％とさせていただきます。
・特別割引(母子家庭割引)⇒20％とさせていただきます。
・特別兄弟割引(母子家庭で兄弟でお通いの場合)⇒2人目30％ 3人目以降50％とさせていただきます。
・夏期講習会や冬期講習会の時間割、費用等は別途ご案内するお知らせプリントもご確認ください。

【 進学塾ブレスト Q＆A
ブレストってどういう意味？
ブレストとは、“brain storming(ブレインストーミング)”の略です。一つの物事を決定していくときに、相手の批
判やネガティブな意見を言わず、アイディアやポジティブな意見だけを出し合う意思決定のやり方です。様々
なアイディアやアドバイスを取り入れつつ、皆様から信頼される進学塾を創っていきます。

ブレストの先生ってどういう人？
普段は面白くて楽しい先生も、3 回目の注意では、『ガツーン』と厳しく指導することがあります。担当講師と生
徒さんが馴れ合いの関係になりすぎてしまうと成績は伸ばせません！また、授業は私語厳禁で、必ず敬語を
使わせ、生徒を呼び捨てにしています！“生徒を守ってくれる優しい大人”ではなく、
“ちょっとコワイ時もある部活の監督”という感じに思っていただければ幸いです。

ブレストの目標校・入塾基準(目安)は？
公立中高一貫校(武雄青陵中/致遠館中など)・私立中・県立普通高・国公立大学・難関有名私大を目指した
指導を実施いたします。入塾基準(目安)は中高生だと、学校で実施されるテストで上位 60％以内程度です。
また、小学生の目安は百マス計算で 4 分台程度までです。
※嫌々来られても成績は伸ばしにくいので、その場合は入塾をご遠慮していただきたく思います。

ブレストってどういう人が通ってるの？
進学塾ブレストは集団・個別・WEB・自立学習の良いとこどりスタイルで結果を出している“色んなバランスが
高いレベルでとれた塾”です。勉強をスポーツ感覚で楽しく本気で頑張る人が多く通ってくれています。講師
は授業の他、進路のアドバイスやサポートもしています。体験授業などを通して、自分に合っている塾を見つ
けてみてください。ブレストも無料体験授業で、生徒さんがブレストで伸びやすいかどうかをしっかり見させてい
ただきます。

ブレストの授業ってどんな流れなの？
進学塾ブレストの授業は、『講師がやってみせ⇒生徒さんにやらせてみせて⇒生徒さんをほめる・アドバイス
する』という流れで実施しています。生徒さん側から見れば、『知識をインプットして⇒問題を解くアウトプットが
出来るか試して⇒講師からのサポートを受ける』という流れになっています。『出来なかったことが出来るように
なるためのシンプルかつ王道』な授業のサイクルで、スポーツ感覚で、単元の内容や重要項目を体得してい
ってもらっています。（動画の授業も同じです）。また、生徒さんが問題を解いている間は、講師は机間巡視を
して、質問や疑問がないかお一人おひとりに声掛けしています。さらに、電子ホワイトボードや PC（タブレット）
等の ICT の技術のメリットも取り入れ、学習効果が最大になるような先進的な指導を実施しています。

ブレストの宿題は多いの？
進学塾の中では比較的少ない量(小学生は１週間に１～２時間程度。中学生は１週間に２～３時間程度。高校
生は原則宿題ナシ)になっています。これは、電子ホワイトボードや PC やタブレット等の ICT 機器を活用した効
率のいい授業なので、普通は宿題になるはずの分まで授業内に一緒に練習が出来ているとお考えください。
また、お出しする宿題は必ず結果がついてくるようにタイムリーかつ効率的なものを吟味しております。決して
予習はさせません(効果が低いので)。すべて授業で扱った内容の反復練習です。ただ、宿題（練習）が甘いと
せっかく得た知識が定着しにくくなりますので、真剣に取り組んでいきましょう！

補習・振替や講習会について教えて！
遅刻欠席された場合は、その分を取り戻す“補習や振替”を申し出てください。土曜特訓会や自習時に、重要
ポイントのレクチャー等をさせていただきます。ただし遅刻や欠席が多いと力が定着しにくいので留意してくだ
さい。また、講習会では総復習や実力アップのための演習問題を多く扱います。講習会終了後のテスト等で
の飛躍を期待しています。

ハチマキを巻く理由は？
入試前には、ハチマキを巻かせる時があります。将来、競争社会に出た時に、進学塾ブレストで受験を通して
学んだことが、財産となってくれることを期待しています。合言葉は、“勉強はスポーツだ！”

