
Address:〒592-0005 大阪府高石市千代田5-20-1 

tel:072(267)6530 fax:072(267)6531 

URL:http://www.brain-kobetsu.com/ 

夏 期 講 習 
BRAIN KITASUKEMATSU SUMMER SCHOOL 

7.11 8.26 月 金 

●個人別指導コース 

●夏期入試特訓（小６・中３・高３） 

●英語検定対策講座 

●QUREOプログラミング講座 

●その他オプション講座 

 
 

 

 

受講料 

早期割 



→ → →

●開講日程と時間 日程・時間帯は自由選択制です。申し込み時にご相談ください。

7月 8月

BRAIN
KITASUKEMATSU

SUMMER SCH.

in 2022

ブレーン北助松校 2022年度夏期講習
2022年7月11日(月)～8月26日(金)

個人別指導コースのご案内

ブレーン北助松校では、学校がお休みの講習期間に、毎週受講している科目とは別の1教科を講習

期間ごとに設定して、その教科の苦手単元を集中的に復習したり、得意科目をさらに突き詰めて

伸ばしていったりしてほしいと思っています。

●受講の流れ

テストの結果などをも

とに懇談を行い、受講

回数、教科・単元をご

提案します。

受講科目・回数が決ま

りましたら、別紙受講

申込書に必要事項等を

ご記入の上校舎までご

提出ください。

ご提出頂きました受講

申込書のスケジュール

を元に夏期講習の時間

割を作成・お渡しいた

します。

お渡しいたしました時

間割に不都合な点がご

ざいましたら、校舎ま

でご連絡いただき、調

整いたします。
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※土曜日・日曜日ならびにお盆期間(8/11～17)は休校です。

夏期講習

時間設定

1コマ：80分

S Time SS Time A Time

13:00~14:20 14:30~15:50 16:00~17:20

28 29 30 3131



小４～６生(50分)☆

小４～６生(80分)☆

1,238円(1,547円)

1,980円(2,475円)

公立中3生☆

私立中1～2生☆
3,080円(3,850円)

7月8日までに申込書をご提出いただくか、受講の旨をご連絡いただけましたら、塾生の方に限り早期割

引を適用いたします。季節講習はブレーンの年間学習計画におきましても重要な位置づけですので、全

員受講をお願いしております。

中学受験

小4～5生☆
2,640円(3,300円)

私立中3生★

高1～2生★
3,960円(4,950円)

中学受験

小6生★
3,960円(4,950円) 高3生★ 4,400円(5,500円)

●受講費用一覧/個人別指導1回（税込） 1コマ80分　☆1：3～4　★1：2（カッコ内は一般受講料）

小１～３生☆

（50分）
1,100円(1,375円) 公立中1～2生☆ 2,640円(3,300円)

申し訳ございませんが、送り迎え用の駐車場はご用意しておりません。したがいまして、道路に一時停

車して送り迎えをしていただくようお願いしております。その際、近隣の車の出入りのご迷惑にならな

いようにご協力をお願いいたします。また、近隣のコンビニエンスストア等の駐車場でお待ちになるこ

とは店舗のご迷惑となりますので、お控え頂きますようお願い申し上げます。

個人別指導塾ブレーンでは、学習態度・学習習慣に関する入塾基準を設けさせていただいております。

入塾時点での学力に関する入塾基準は設けておりません。

●送り迎え時のお願い

※教材費が別途発生致します。

●割引制度のご案内

●入塾基準

●夏期講習期間中の通常授業のご案内

※講習会（個別指導コース含）には別途テキスト代が発生致します。詳しくは校舎までお問い合わせください。

ブレーンに通塾している生徒の皆さんと、これから入塾をお考えの生徒の皆さんは

ご注意ください。夏期講習中も通常授業がございます。

従いまして、夏期講習を申し込まれた方は7月末請求のお月謝が以下の通りになります。

　※申込時期により8月末請求になる場合もございます。ご了承ください。

通常

授業

夏期

講習
テキスト代

※金額は講座によって異なります

維持費+ + +



回

小学２～６年生対象

円

・通常授業(QUREOのみ)　小2～6年　（講座時間：1コマ60分　月額）　9,900円(税込)

　2020年度より小学校においてプログラミング教育が必修

化されました。また、2024年度よりスタートする大学入学

共通テストの「情報Ⅰ」にて、プログラミングが科目化され

る予定です。

　そこでブレーン北助松校は夏期講習から「QUREO」を導

入し、2024年度への対応を視野に入れたプログラミング講

座を開講いたします！まずは、体験コースでプログラミング

の世界をフィールドワークしてみませんか？興味のある方は

お気軽にご相談ください。

体験コース 2 0
講座

回数

小学１～６年生対象 弱点克服講座

【授業内容】　前学年までと１学期内容の復習を単元ごとに行います。

【開講回数】　５回 ／ １０回

【受講料(税込)】

　小１～３年生　ブレーン生：5,225円 ／ 9,900円　　一般生：6,531円 ／ 12,375円

　小４～６年生　ブレーン生：5,881円 ／ 11,142円 　一般生：7,348円 ／ 13,923円

【教材費(税込)】１科目につき：1,320円

【授業内容】　夏休みの宿題を解説を加えながら完成させます。

【開講回数】　１０回

【受講料(税込)】　小１～３年生　ブレーン生：8,250円　　一般生：9,350円

　　　　　　　　　小４～６年生　ブレーン生：9,350円　　一般生：10,450円

【授業内容】　お子さまに合わせて中学受験に必要な単元の演習を行います。

　　　　　　　科目・回数は自由に割振りできます。(６年生は1:2の講座となります)

【開講回数】　１０回 ／ ２０回

【受講料(税込)】

　小４・５年生　ブレーン生：23,760円 ／ 42,240円　　一般生：29,700円 ／ 52,800円

　小６年生　　　ブレーン生：35,640円 ／ 63,360円　　一般生：44,550円 ／ 79,200円

【教材費(税込)】１科目につき：1,320円

小学４～６年生対象 中学入試特訓

小学１～６年生対象 HW完成パック

 
プログラミング 

特別講座 



【授業内容】　入試へ向けて今までに学習した単元の確認と演習を行います。

【開講回数】　３科１５回(科目はお選びいただけます) ／ ５科２５回

【受講料(税込)】　ブレーン生：39,270円 ／ 57,750円　　一般生：49,088円 ／ 72,188円

【教材費(税込)】　１科目につき：2,200円　(テキストは中学校卒業までお使いいただけます)

中学１・２年生対象 理科・社会映像復習

【授業内容】　理科は生物・化学・物理・地学から、社会は世界地理・日本地理・歴史から

　　　　　　　苦手単元を選択し、映像授業+問題演習を行います。

【開講回数】　(１科目につき) ５回 ／ １０回

【受講料(税込)】　ブレーン生：9,900円 ／ 17,600円　　一般生：13,200円 ／ 22,000円

【教材費(税込)】　１科目につき：2,200円　(テキストは学年が終わるまでお使いいただけます)

中学１・２年生対象 弱点克服講座

【授業内容】　前学年までと１学期内容の復習を単元ごとに行います。十分な学習時間を

　　　　　　　確保するために１科目５回以上のご受講をお願いいたします。

【開講回数】　５回 ／ １０回 ／ １５回

【受講料(税込)】　ブレーン生：12,540円 ／ 23,760円 ／ 33,660円

　　　　　　　　　　　一般生：15,675円 ／ 29,700円 ／ 42,075円

【教材費(税込)】　１科目につき：1,320円

中学１～３年生対象 HW完成パック

【授業内容】　夏休みの宿題を解説を加えながら完成させます。

【開講回数】　１０回

【受講料(税込)】　ブレーン生：11,000円　　一般生：14,300円

中学１～３年生対象 DOJO　英単語演習・基礎計算

【授業内容】　タブレット端末を使用して、受験に必須の英単語力・基礎計算力を養います。

　　　　　　　中３生は高校入試特訓(５科)とセットのお申込みで完全無料！

【開講回数】　(１科目につき) ５回

【受講料(税込)】　ブレーン生：5,500円　　一般生：7,700円

中学３年生対象 高校入試特訓(３科／５科)



全学年対象 数学検定 対策講座

【授業内容】　受検される級に合わせて類題を用いながら計算・数量・思考力を問う

　　　　　　　問題など単元別に演習+解説授業を行います。５級以上の受講者には

　　　　　　　２次(記述式)対策も行います。未学習の単元がある場合でもサポートします！

【開講回数】　５回

【受講料(税込)】

　　１１～６級　　ブレーン生：6,600円　　一般生：8,250円

　　５～３級　　　ブレーン生：9,900円　　一般生：13,200円

　　準２・２級　　ブレーン生：11,000円　　一般生：14,300円

【教材費(税込)】　1,100円

高校３年生対象 大学入試特訓

【授業内容】　入試に必要な科目・単元の演習を行い、対応力を培います。

　　　　　　　回数の割振りは個別にご相談させていただきます。

【開講回数】　１０回 ／ １５回 ／ ２０回 ／ ２５回

【受講料(税込)】

　　ブレーン生：39,600円 ／ 56,100円 ／ 70,400円 ／ 82,500円

　　一般生：49,500円 ／ 70,125円 ／ 88,000円 ／ 103,125円

【教材費(税込)】　１科目につき：2,200円　※ご持参のテキストでも対応いたします。ご相談ください。

【授業内容】　夏休みの宿題を解説を加えながら完成させます。

【開講回数】　１０回

【受講料(税込)】　ブレーン生：14,300円　　一般生：17,600円

高校１・２年生対象 弱点克服講座

【授業内容】　前学年までと１学期内容の復習を単元ごとに行います。十分な学習時間を

　　　　　　　確保するために１科目５回以上のご受講をお願いいたします。

【開講回数】　５回 ／ １０回 ／ １５回 ／ ２０回

【受講料(税込)】　ブレーン生：18,810円 ／ 35,640円 ／ 50,490円 ／ 63,360円

　　　　　　　　　　　一般生：23,513円 ／ 44,550円 ／ 63,113円 ／ 79,200円

【教材費(税込)】　１科目につき：2,200円　※ご持参のテキストでも対応いたします。ご相談ください。

高校１～３年生対象 HW完成パック



【日程】　８月２７日(土)

小学３年生～中学２年生は進研Sテスト、高校３年生は近大Vもしを実施します。

中学３年生の方は９月１１日(日)実施の五ツ木のテストを受験していただきます。

詳細は別紙をご覧ください。

【授業内容】　類題を用いながら語彙・知識問題など単元別に演習+解説授業を行います。

　　　　　　　３～２級はライティング対策も行います。

【開講回数】　５回

【受講料(税込)】

　　５～３級　　　　ブレーン生：9,900円　　　一般生：13,200円

　　準２・２級　　　ブレーン生：14,300円　 　一般生：18,700円

【教材費(税込)】　2,200円

全学年対象 英語検定対策講座(映像授業／準２・２級)

【授業内容】　指定教材を解答したのち、映像授業で解説を視聴します。

　　　　　　　映像授業は日時自由にご視聴いただけます。

　　　　　　　英作文の添削や筆記問題のわからない部分は個別に解説を随時行います。

【受講料(税込)】　9,900円 ／ 月　　※8月・9月2か月間の受講となります。

【教材費(税込)】　2,200円

小３～中２・高３生対象 夏期修了テスト

全学年対象 漢字検定対策 演習講座

【授業内容】　受検される級に合わせて漢字検定の対策をします。

　　　　　　　未学習の単元がある場合でもサポートします！

【開講回数】　５回

【受講料(税込)】

　　１０～５級　　ブレーン生：5,500円　　一般生：6,600円

　　４～２級　　　ブレーン生：8,250円　　一般生：9,900円

【教材費(税込)】　１科目につき：1,100円　※ご持参のテキストでも対応いたします。ご相談ください。

全学年対象 英語検定対策講座



Address:〒592-0005 大阪府高石市千代田5-20-1 

tel:072(267)6530 fax:072(267)6531 

URL:http://www.brain-kobetsu.com/ 

生徒の本気を全力でサポートします 


