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全学年 報 休 ● ● ● ● ● ●授業 休み

【日程】
４月３月

学年 科目 時間数
新小２ 算国 40分×１ １３：５０ ～ １４：３０
新小３ 算国 40分×２ １３：００ ～ １４：３０
新小４ 算国 40分×２ １３：００ ～ １４：３０
新小５ 算国英 40分×３ １４：４０ ～ １７：００
新小６ 算国英 40分×３ １４：４０ ～ １７：００

新中１
英数国

（中学進学準備講座）
40分×３ １４：４０ ～ １７：００

新中２ 英数国理社 40分×４ １８：００ ～ ２１：００
新中３ 英数国理社 40分×４ １８：００ ～ ２１：００

時間帯

算数・国語

16:30～17:10

19:10～21:35

学年

小２

中２
英･数･国 理･社

19:10～21:35 19:50～21:35

土金木水火

英語17:15～17:55

月

英･数･国

小４

小３
算数

18:00～18:50

16:40～18:10小５

小６

中３

中１

国語16:30～17:10

17:15～17:55

算数 英語17:15～17:55

国語18:00～18:40

理科・社会 英語16:40～17:20 算数

国語17:30～18:20 16:40～18:10

算数・国語 数学 英語

16:40～18:10 16:40～18:10 16:40～18:10

理･社 英･数･国

19:10～21:35 19:50～21:35 19:10～21:35

英･数･国 理･社 英･数･国

英･数･国

19:00～21:40 18:30～21:40 19:00～21:40



学年 受講科目 月額授業料

小２ １科目～ ¥0
小３ １科目～ ¥3,300～
小４ １科目～ ¥4,800～
小５ １科目～ ¥5,700～
小６ １科目～ ¥7,700～
中１ ３科目～ ¥19,000～
中２ ３科目～ ¥22,300～
中３ ３科目～ ¥24,500～

【２学期期末】理科

【２学期】学校成績５科目合計２５（オール５）獲得!!
【２学期期末】５科目学年２位（４７３点）獲得!!
【２学期期末】国語学年２位（９４点）獲得!!
【２学期中間】５科目学年３位（４６０点）獲得!!
【２学期中間】英語学年３位（９６点）獲得!!
【２学期中間】３科目合計２７３点獲得!!
【２学期】学校成績９科目合計４３獲得!!
（塚口中・中３楫亮太朗くん）

【２学期中間】理科↑
【２学期】学校成績５科目合計２４獲得!!
【２学期】学校成績９科目合計４１獲得!!
【２学期期末】数学９７点獲得!!
（日新中・中１多田悠太くん）

【２学期中間】数学
【２学期期末】数学

【２学期期末】国語学年３位（９１点）獲得!!
【２学期】学校成績５科目合計２４獲得!!
【２学期期末】３科目合計２７１点獲得!!
(大成中・中２永本空澄くん）

【２学期中間】理科

【２学期】学校成績５科目合計２５（オール５）獲得!!
【２学期】学校成績９科目合計４５（オール５）獲得!!
【２学期期末】５科目学年３位（４６８点）獲得!!
【２学期期末】国語学年２位（９５点）獲得!!
【２学期期末】英語学年３位（９５点）獲得!!
【２学期中間】３科目合計２８６点獲得!!
【２学期中間】５科目合計４８０点獲得!!
（小園中・中３女子）

【２学期中間】数学

【２学期】学校成績５科目合計２５（オール５）獲得!!
【２学期中間】５科目学年２位（４７０点）獲得!!
【１学期→２学期】学校成績１科目で２UP!!
【２学期】学校成績９科目合計４２獲得!!
【２学期中間】３科目合計２７９点獲得!!
【２学期期末】英語９１点獲得!!
（日新中・中２三木僚太くん）

【２学期】学校成績５科目↑
【２学期期末】社会学年２位（９０点）獲得!!
（園田北中・中３柴田暖乃さん）

【２学期期末】理科

【２学期】学校成績５科目合計２５（オール５）獲得!!
【２学期中間】社会学年３位（９６点）獲得!!
【２学期期末】社会学年４位（９６点）獲得!!
【２学期】学校成績９科目合計４４獲得!!
【２学期中間】５科目合計４５０点獲得!!
（立花中・中２男子）

【２学期】学校成績５科目↑
【２学期期末】５科目学年５位（４７０点）獲得!!
【２学期中間】５科目学年４位（４６４点）獲得!!
【２学期中間】３科目合計２８１点獲得!!
【２学期期末】３科目合計２７５点獲得!!
（園田東中・中２岡部煌輝くん）

【２学期】学校成績５科目↑
【１学期期末→２学期期末】理科２７点UP!!
【１学期期末→２学期期末】社会２５点UP!!
【２学期】学校成績９科目合計４３獲得!!
【２学期中間】国語学年５位獲得!!
【２学期期末】理科９０点獲得!!
(大成中・中３小山明花咲さん）

【２学期】学校成績５科目↑
【２学期中間】３科目合計２７３点獲得!!
【２学期】学校成績９科目合計４４獲得!!
【２学期中間】５科目学年５位獲得!!
【２学期期末】数学１００点獲得!!
【２学期中間】英語９３点獲得!!
【２学期中間】数学９３点獲得!!
（塚口中・中３和田博斗くん）

【２学期】学校成績９科目合計４０獲得!!
【２学期】学校成績５科目合計２３獲得!!
【２学期中間】国語９０点獲得!!
【２学期期末】数学９５点獲得!!
（立花中・中３山下凜郎くん）

【２学期中間】国語学年４位獲得!!
【２学期中間】英語学年５位（９０点）獲得!!
【１学期→２学期】学校成績１科目で２UP!!
【２学期】学校成績５科目合計２３獲得!!
【２学期】学校成績９科目合計４３獲得!!
(大成中・中３杉山嵐士くん）

【１学期期末→２学期期末】国語２７点UP!!
【１学期→２学期】学校成績１科目で２UP!!
【２学期】学校成績５科目合計２３獲得!!
(大成中・中３松田哉郁くん）

【２学期中間】理科学年３位（９４点）獲得!!
【２学期期末】理科学年４位（９８点）獲得!!
【２学期中間】社会学年５位（９５点）獲得!!
【２学期】学校成績５科目合計２４獲得!!
【２学期期末】５科目合計４５９点獲得!!
【２学期期末】数学９５点獲得!!
【２学期期末】社会９５点獲得!!
（塚口中・中２髙橋魁星くん）

【１学期→２学期】学校成績１科目で２UP!!
【２学期中間】理科９５点獲得!!
【２学期期末】理科９２点獲得!!
（伊丹北中・
中２西本瀬那さん）

【１学期→２学期】学校成績１科目で２UP!!
（立花中・中２新庄雄月くん）

【２学期中間】英語

学年４位（９８点）獲得!!
【２学期】学校成績５科目
合計２３獲得!!
【２学期中間】数学９０点獲得!!
（小園中・中１山口ゆうさん）

【２学期期末】数学９２点獲得!!
（小田北中・中２渡辺滉喜くん）

【２学期中間】５科目学年３位（４５５点）獲得!!
【２学期】学校成績５科目合計２３獲得!!
【２学期期末】５科目合計４５０点獲得!!
【２学期中間】数学９８点獲得!!
【２学期中間】理科９６点獲得!!
【２学期中間】社会９３点獲得!!
【２学期期末】数学９６点獲得!!
【２学期期末】理科９４点獲得!!
（小田北中・中２別所晴海くん）

【２学期期末】数学
９５点獲得!!
【２学期中間】数学
学年３位（９８点）獲得!!
（塚口中・中３本田凌くん）

【２学期中間】英語９２点獲得!!
（塚口中・中１髙見友菜さん）

【２学期期末】５科目学年１位（４５８点）獲得!!
【２学期期末】数学学年１位（１００点）獲得!!
【２学期中間】数学学年１位（９７点）獲得!!
【２学期期末】国語学年１位（９４点）獲得!!
【２学期】学校成績５科目合計２５（オール５）獲得!!
【２学期中間】５科目学年２位（４５５点）獲得!!
【２学期中間】理科学年２位（９５点）獲得!!
【２学期】学校成績９科目合計４３獲得!!
（日新中・中１田中月渚さん）

【２学期中間】社会９５点獲得!!
【２学期】学校成績５科目合計２４獲得!!
（立花中・中３大谷亘輝くん）

【２学期中間】社会学年３位（９３点）獲得!!
【２学期】学校成績５科目合計２３獲得!!
【２学期期末】５科目合計４５０点獲得!!
【２学期中間】理科９６点獲得!!
【２学期期末】数学９９点獲得!!
【２学期期末】国語９０点獲得!!
【２学期期末】理科９４点獲得!!
【２学期期末】社会９０点獲得!!
（小田北中・中２関口慎くん）

【２学期中間】５科目学年５位獲得!!
【１学期期末→２学期期末】数学２０点UP!!
【２学期】学校成績５科目合計２４獲得!!
【２学期】学校成績９科目合計４１獲得!!
【２学期中間】社会９１点獲得!!
【２学期期末】数学９７点獲得!!
（塚口中・中３男子）

【２学期中間】英語９５点獲得!!・【２学期期末】英語９５点獲得!!（塚口中・中１女子）
【２学期中間】数学９１点獲得!!・【２学期中間】数学９７点獲得!!（塚口中・中３男子）
【２学期中間】数学９１点獲得!!・【２学期期末】数学９５点獲得!!（塚口中・中３男子）

【２学期中間】社会９０点獲得!!(大成中・中２常見真緒さん）
【２学期期末】数学９７点獲得!!（塚口中・中３吉﨑匠埜くん）
【２学期期末】理科９０点獲得!!（塚口中・中３宮本煌大くん）
【２学期期末】社会９０点獲得!!（伊丹南中・中２平野貴一くん）
【１学期→２学期】学校成績５科目で４UP!!（塚口中・中２西彩花さん）
【１学期期末→２学期期末】理科３０点UP!!（中央中・中３新里葉月さん）

【２学期期末】数学９０点獲得!!（立花中・中３男子）
【２学期期末】数学９４点獲得!!（塚口中・中２男子）
【１学期→２学期】学校成績１科目で２UP!!（塚口中・中３男子）
【１学期期末→２学期期末】英語２９点UP!!（大成中・中３女子）


