
小野塾の夏期講習 

 

  特長 1 日数が多い 

      8/7～8/29 の間で英数各 15 時間以上の授業があります。中には料金を抑えるた

めに数日のみの塾がありますが、日数が少なくて結果が出なければ何の意味も

ありません。 

 

  特長 2 1 コマの時間が長い 

      1コマあたり 120分～150分の授業になります(適度なタイミングで休憩は取り

ます)。1 コマ 70 分の授業と比較すると、10 回で 8 時間 20 分～13 時間 20 分

もの差があります。同じ単価の場合、こちらの方が金額が 1.7～2.1 倍(5 万円が

8.5～10.5 万円)になる計算です。 

 

  特長 3 単価は安くても全科目受講可能 

           当塾は広告宣伝費、人件費を最小限に抑えることで、他の塾・予備校には真似

できない料金を実現しています。時間が他の倍であっても、総額は同じか下回

るくらいの水準です。また、受付の従業員を雇う代わりにパソコン数台購入し、

全科目受講可能な映像授業を導入しています(追加料金はありません)。 

 

  特長 4 単語学習の時間を確保している 

      英語は授業時間を 150 分とし、単語学習の時間を確保しています。英語を学習

するに当たり、語彙力は必要不可欠です。ですが、分かっていてもなかなか一

人では行うことができません。その結果、多くの生徒が受験直前期になって「も

っと早くから単語をやっておくべきだった」と後悔するのです。学校がある期

間は他の勉強で忙しく、なかなか単語にまで手が回りません。夏休みが最大の

チャンスなのです。 

      

   特長 5 物理のライブ授業がある(土浦一高は 2,3 学年のみ) 

     物理は理系にとっては必須科目である一方、苦手とする生徒も多く、またラ

イブ授業を行っている塾・予備校の数も限られます。 

 

  特長 6 過年度の実績 

     毎年夏期講習をきっかけに多数の受講申し込みをいただいています。当塾の

夏期講習を受講していただくことで勉強時間が必然的に伸びるだけでなく、

プロの講義を受講することで今までになかった視点から問題に取り組めるよ

うになります。夏期講習を受講しても成績が伸びないということはまずあり

ません。昨年度は英語が 217 位から 82 位、数学が 206 位から 17 位まで伸び

た生徒さんもいらっしゃいます。 



第一学年 

 

 1. 授業時間 

英語 15 時間  数学 15 時間  物理 6 時間 

 

  2. 授業時間(1 コマ当たり) 

英語 150 分   数学 120 分×6、150 分×2(または 180 分×1)    物理 90 分 

 

  3. 期間 

   8/7～8/29 

   ※詳細は各クラスの時間割を参照してください。 

 

4. 受講料 

受講科目 通常料金 夏期講習生特別料金 

全科目受講 42,250 円 29,800 円 

英語、数学受講 35,250 円 26,800 円 

英語、物理受講 31,000 円 23,200 円 

数学、物理受講 31,000 円 23,200 円 

英語受講 24,000 円 20,000 円 

数学受講 24,000 円 20,000 円 

※消費税込みの金額です。また、入会金、諸経費等はありません。 

     

5. 友人紹介特典 

  友人紹介特典(ご友人と 2 科目以上受講される場合、双方とも上記より 5,000 円引) 

   ※既に当塾に通われている方は対象にはなりません。 

 

6. その他 

・追加料金なしで、英数物以外の映像授業を随時受講することが可能です。 

・授業は全て録画しています。欠席した日の授業を後日ご覧いただくこともできます。 

・自習室の利用は自由です。 

 

 

 

 

 

  



第二学年 

  

 1. 授業時間 

英語 15 時間  数学 15 時間  物理 6 時間 

 

  2. 授業時間(1 コマ当たり) 

英語 150 分   数学 120 分×6、150 分×2(または 180 分×1)    物理 90 分 

 

  3. 期間 

   8/7～8/29 

   ※詳細は各クラスの時間割を参照してください。 

 

4. 受講料 

受講科目 通常料金 夏期講習生特別料金 

全科目受講 50,000 円 32,800 円 

英語、数学受講 42,000 円 29,800 円 

英語、物理受講 36,125 円 27,800 円 

数学、物理受講 39,875 円 30,700 円 

英語受講 28,125 円 22,500 円 

数学受講 31,875 円 25,500 円 

※消費税込みの金額です。また、入会金、諸経費等はありません。 

     

5. 友人紹介特典 

  友人紹介特典(ご友人と 2 科目以上受講される場合、双方とも上記より 5,000 円引) 

   ※既に当塾に通われている方は対象にはなりません。 

 

6. その他 

・追加料金なしで、英数物以外の映像授業を随時受講することが可能です。 

・授業は全て録画しています。欠席した日の授業を後日ご覧いただくこともできます。 

・自習室の利用は自由です。 

  



第三学年 

  

 1. 授業時間 

応用英語     20 時間   基礎英語       25 時間 

応用数学ⅠAⅡB  12.5 時間  基礎数学ⅠAⅡB  15 時間 

数Ⅲ    15 時間   化学              8 時間 

物理     6 時間    

 

  2. 授業時間(1 コマ当たり) 

英語 150 分  数学 150 分 化学 120 分   物理 90 分 

 

  3. 期間 

   8/7～8/29 

   ※詳細は各クラスの時間割を参照してください。 

 

4. 受講料 

受講科目 通常料金 夏期講習生特別料金 

基礎英語+数Ⅲ+基礎数ⅠAⅡB 86,250 円 68,800 円 

基礎英語+数Ⅲ+応用数ⅠAⅡB 82,500 円 66,000 円 

応用英語+数Ⅲ+応用数ⅠAⅡB 78,750 円 63,000 円 

基礎英語+基礎数ⅠAⅡB 68,000 円 57,800 円 

応用英語+応用数ⅠAⅡB 63,750 円 54,200 円 

数Ⅲ+数ⅠAⅡB 55,250 円 47,000 円 

基礎英語 45,000 円 

 

応用英語 40,000 円 

基礎数ⅠAⅡB 35,000 円 

応用数ⅠAⅡB 30,000 円 

化学 6,800 円 

物理 8,000 円 

 

5. 友人紹介特典 

  友人紹介特典(ご友人と 2 科目以上受講される場合、双方とも上記より 5,000 円引) 

   ※既に当塾に通われている方は対象にはなりません。 

 

6. その他 

・追加料金なしで、英数物化以外の映像授業を随時受講することが可能です。 

・授業は全て録画しています。欠席した日の授業を後日ご覧いただくこともできます。 

・自習室の利用は自由です。 


