
       「自己最高の学力を目指して」 

  小学生・中学生のための 

   落ち着いた・静かな学習塾 

 
筑紫義塾  ２０２３年度   入塾要項 

 

筑紫義塾 ２０２３年度 各期の学習期間  
 

【対象：小学４年生～中学３年生】 下記の期間は、時間割通りの曜日制の授業を予定します。 

 

※月謝は年間各月に均等割りしたものです。したがって、各月月謝は一定とします。 

※月曜日を休館とします。祝・祭日・国民の休日は、原則として休館日です。 

（強化学習指導など、塾生に対して必要な指導を行う場合には、該当塾生に事前に伝達します。） 

※夏期特別講座、冬期集中講座、春期集中講座については、期間および学費を別途に定めます。 

※各月の行事予定、台風接近時の対処などについては、当塾ホームページの「お知らせ」をご確認ください。 

第 １期   4/6～7/20 第 ２期   9/5～12/21 第 ３期   1/9～3/22 

 
≪当塾の指導指針≫ 

『自己最高の学力の養成』 

    ●「他者との競争ではなく、自己最高の学力達成」を目指して、塾生は自己研鑽に努めます。 

    ●それを実現するために、塾生は静かで落ち着いた学習環境の中、真剣に学習に取り組んでいます。 

    ●また、指導経験豊かな教師陣が、塾生の目標達成に全力を傾注します。 

『TOPゼミコース』 

    ●筑紫丘高校・春日高校進学を目指す、当塾の高学力養成コースです。 

    ●選抜を受けたTOPゼミ生は、当塾の学力面でのリーダーたることを自覚し、優れた学習姿勢・学力を 

身に着けます。 

入塾をお考えの方へ 

筑紫義塾は、１９７９年に福岡市南区大橋に開設し、創設４４年の教務力・実績・データを十分備え 

た学習塾です。 

当塾の方針は、多人数を集める大規模塾ではなく、「一人一人の塾生の素質・学力を伸ばしきる」 

「子どもにとって良質の指導ができる」私塾であることです。お子様の入塾相談の段階から、入塾後の 

教科指導、志望校合格に至るまで、当塾独自のシステムを以て方針の実践に努めます。 

これまでこの方針に沿って誠心誠意指導に打ち込んできた結果、模擬試験における成績の伸びは 

もとより、学校成績も向上をたどりトップクラスに立つ生徒を数多く生み出してきました。これは一人 

ひとりの塾生が明朗かつ真剣に学習に取り組み、質問に、居残り学習に、当塾を最大限に活用して 

くれた証です。 

ここに当塾の方針を御理解頂き、真剣に学ぶ意志のある生徒諸君へ、筑紫義塾 ２０２３年度 

 入塾の御案内をいたします。 



筑紫義塾    指導理念と入塾の手続き 
 

当塾の指導理念は、 

『お子様にとって自己最高の学力を実現し、これを更新し続けること』です。 
 
◇学力養成指針 

【学習指導について】 
 復習徹底主義 →無理なく学習でき、学力は 

安定して着実に伸びていきます。これが、学習 

方法の原点です。 
  

 理解・思考優先主義 →暗記、詰め込みの学 

習は、すぐに頭打ちとなります。考える喜びこそ、 

学力飛躍の要因です。 
 

 一人一人を見る指導 →授業中のみならず、 

その前後でも常に教師は一人一人の理解力や 

学習力に目を向けて指導を行います。個性を 

重視した指導につながります。 

【授業外活動について】 
  高校入試対策説明会 →当塾中学３年生の塾生 

 および保護者を対象に説明会を開き、受験情報 

 を提供します。また、生徒の受験に対する意識を 

 高めていきます。 
 

 TOPゼミ交流会 →当塾大橋・春日両校のTOP 

ゼミ生交流会です。互いの学習法を学び合うなど、 

視野を広げます。 
 
 個人懇談会 →各期毎に生徒、保護者、教師 

による三者懇談を行い、塾生の学力向上に努め 

ます。 

 
◇入塾の手続き 

 
お申し込み・お問い合わせは下記の教室まで（月曜日休館）  

 

≪学力養成のための当塾の取り組み≫  
●小学生「外部模試」実施          ●中学生全学年「フクト模試（全県模試）」実施 

●《実用英語技能検定》実施          ●中学３年生「福岡県一斉模試（全県模試）」実施 

●《漢字能力検定》実施                 ●中学３年生「福岡県公立入試予想模試」実施 

●《実用数学技能検定》実施 

当塾では入塾に際して 入塾面談・作文 を実施します。 

 

※左記、事前学習指導について、 
 指導料・教材費は必要ありません。 
『作文・学力診断テスト受験料』と
して 1,000円（税込 1,100円）を 
添えてお申し込みください。 

▼ 
④入塾の手続き…当塾での学習が
決定しましたら、入塾契約書の提
出と入塾諸費用の納入をお願い
いたします。 

▼ 
⑤学習開始…当塾での学習開始
です。張り切って、授業に出席して
下さい。 

『入塾面談・作文』は塾での学習の大切な第一歩です。その際 

お子様には、自分の学力目標を意識してもらいます。それを作 

文にすることによって、意識の継続と高揚を図った学習指導 

を行います。 

①入塾面談（親子同伴の上） 

②作文（テーマを与えます） 

学力診断テスト 

   （小学生）算数・国語 

   （中学生）英語・数学 

☛ 

③事前学習指導 

テスト内容の補完指導、学習

方法のアドバイスなどを行

い、入塾に際してのお子様

の不安を解消します。 

 

大橋校 春日校 

℡.092-561-6109(2:00p.m.～7:00p.m) 

福岡市南区大橋1-3-5 

西鉄大橋駅東口すぐ 

℡.092-592-5583(2:00p.m.～7:00p.m) 

春日市昇町5-139 

一の谷１丁目バス停すぐ 



《小学生の部コース案内》           小学４年生・５年生・６年生対象  

 

 

＊このコースでは教科書内容を深く理解し、更にハイレベルな学習に取り組み、高度な学力を養成し、中学受験 

にも対応します。（国語・算数の基礎学力が充分に備わった生徒を認定し、受講資格を付与します。） 

＊客観的な学力を測定するために外部模試を実施します。原則としてＴＯＰゼミ生は全員受験してください。 

                                                                   弟妹割引 30％OFF 

 

 

 
子供たちの自立学習を図り、判断力・表現力を育成します。 

                                                                   弟妹割引 30％OFF 

 

                                 弟妹割引 30％OFF                                         

 

学年 コース 教科 週回数 時間 月謝（税込） 

4 ＴＯＰゼミ T 算数コース 算数 １日 17:15～18:00 8,000(8,800) 

５ 

ＴＯＰゼミ T４科目コース 算･国･理･社 ３日 
17:15～18:45 
※理・社は別途 

22,000(24,200) 

ＴＯＰゼミ T３科目コース 算･国･英 ２日 16:30～18:45 18,000(19,800) 

ＴＯＰゼミ T２科目コース 算･国 ２日 17:15～18:45 14,000(15,400) 

６ 

ＴＯＰゼミ T４科目コース 算･国･理･社 ３日 
17:15～18:45 
※理・社は別途 

22,000(24,200) 

ＴＯＰゼミ T３科目コース 算･国･英 ２日 16:30～18:45 18,000(19,800) 

ＴＯＰゼミ T２科目コース 算･国 ２日 17:15～18:45 14,000(15,400) 

学年 コース 教科 週回数 時間 月謝（税込) 

５ 
学力充実 S３科目コース 算･国･英 １日 16:30～18:45 14,000(15,400) 

学力充実 S２科目コース 算･国 １日 17:15～18:45 10,000(11,000) 

６ 
学力充実 S３科目コース 算･国･英 １日 16:30～18:45 14,000(15,400) 

学力充実 S２科目コース 算･国 １日 17:15～18:45 10,000(11,000) 

小学生の個別指導（学習相談）  ☆生徒２名までの個別指導 

単科受講を希望のお子様に、曜日が合わないお子様に、個別に特別な指導を行うことができます。 

教科、指導内容・レベル、週回数などについては相談の上決定します。 

月謝（税込） １教科（４５分×週１日）…8,000円（8,800円）／２教科（４５分×週２日）…14,000円（15,400円） 

【小学５・６年生】 基礎から応用まで学力充実  学力充実Ｓコース 

【小学５・６年生】＜認定制＞応用力養成・中学受験対応  ＴＯＰゼミ T コース 



《中学生の部コース案内》         中学１年生・２年生・３年生対象  
 

 
 

«コース別学力基準» 

中１・中２TOP ゼミ T（選抜制）…学校定期考査 450 点を突破し、学力偏差値 65以上を実現します。 

中１・中２標準突破 S………学校定期考査 400点を超え、450 点を目指します。 
 

学力別コース 教科 週回数 時間 月謝（税込) 

中 
 
１ 

・ 

中 
 
２ 

中１・中２TOP ゼミ T 

（選抜制） 

５教科 
２日 

(+月２回日曜) 
19:45(19:00)～22:00 

21,000(23,100) 下記 標準突破 S受講生の内、基礎学力が充分備わった者を選抜
し、月２回（日曜日 19:45～21:45）の上級英数学習を加えて指導を行

います。（TOP ゼミ生は５教科受講を原則とします。） 

中１・中２標準突破 S 

５教科 ２日 19:45(19:00)～22:00 18,000(19,800) 

４教科 ２日 19:45～22:00 16,000(17,600) 

３教科 ２日 19:45～22:00 14,000(15,400) 

＊詳しくは別途時間割を参照してください。                                        弟妹割引 30％OFF 

 

 

 

«コース別学力基準»中３TOP ゼミ T（選抜制）…学力偏差値 65以上を実現します。 

                〔主な受験・進学校：筑紫丘高校、春日高校レベル以上〕 

               中３標準突破 S…学校定期考査 400 点を超えることを目指します。 

 〔主な受験・進学校：春日、福岡中央、筑紫、筑紫中央、福翔など〕 

＊第２期より隔週４日制へ移行。               ＊詳しくは別途時間割を参照してください。    弟妹割引 30％OFF 

 

 

 

 
 

                                        

 

 
 
 

 

学力別コース 教科 週回数 時間 月謝（税込) 

中３TOP ゼミ T ５教科 ３日 19:45(19:00)～22:00 23,000(25,300) 

中３上級 M（大橋校） ５教科 ３日 19:45(19:00)～22:00 23,000(25,300) 

中３標準突破 S ５教科 ３日 19:45(19:00)～22:00 23,000(25,300) 

（６０分×週１コマ）  （６０分×週３コマ） （６０分×週４コマ） 

12,000円/月（13,200円/月）  23,000円/月（25,300円/月） 28,000円/月（30,800円/月） 

（４５分×週１コマ） （４５分×週２コマ） （４５分×週３コマ） （４５分×週４コマ） 

9,000円/月（9,900円/月） 15,000円/月（16,500円/月） 20,000円/月（22,000円/月） 25,000円/月（27,500円/月） 

中学１年生・中学２年生 学習コース 

中学３年生 学習コース 

 

〈全学年対象〉  小学生・中学生 個別指導コース    ☆生徒２名までの限定特別指導 
1 コマ６０分の指導で、特殊なカリキュラム・単科受講・基礎学力の充実などの希望に応えます。 

*学習時間帯などのご希望に合わせて、1 コマ４５分の学習を設定することもできます。 

  月謝（ ）内は税込       弟妹割引 30％OFF 

 

 

 

3 0％OFF 

▶ 全学年  個別指導 案内  ◀ 

18,000円/月（19,800円/月） 

（６０分×週２コマ） 



保護者の方へ 

 

以下、『学費』および『当塾規約』について大切なことを記載しております。よくお読みいただき、

ご留意ください。  
 

■学費（入塾諸費用）について■ 

入塾金  10,000円（税込11,000円）※入塾当初のみ 

テキスト代  実費 ※「テキスト代明細」受取後に納入 

塾内補助プリント代 ※各期毎（年3回） 

１教科1,000円(1,100円) / 2教科1,500円(1,650円) 

3教科2,000円(2,200円) / 4教科2,500円(2,750円) 

5教科3,000円(3,300円)    ＊( )内は税込の金額 

＊学期初めのテキスト代・補助プリント代については、 

該当月１５日までの納入にご協力ください。 

月 謝  コース案内に記載の金額 

＊原則として、ご納入いただいた学費の返金には応じ 

ることができません。 

 ＊当塾は「福岡市子ども習い事応援事業」の登録教室 

   です。 

            学費減額制度             

① 兄弟姉妹同時通塾の場合、一方の入塾金の50％、 

月謝の30％を減額します。 

② 当塾卒業生の弟妹やお子様の入塾金を50％減額 

します。 

  ＊①、②はいずれか一方のみの適用となります。 

 ■当塾規約■ 
 

  通塾に関する事項 

授業には遅刻・欠席なく出席できるように、体調管理にも 

十分気を付けてください。 

●病気など、やむを得ない事情により欠席をする場合は、

   授業開始前までにご連絡をお願いします。後日振替 

  補習を設定します。 

   但し、自己都合による欠席は、原則として補習を行い 

   ません。 

 

  ●授業は原則として、曜日制で行います。月によって 

   授業日数が異なりますが、月間の授業回数を保証 

   するものではありません。 

   （個別指導については、月４回の指導を確保します。） 
 

  ●祝祭日には平常授業を行いません。尚、模擬テスト・ 

特別行事・強化学習などを行うことがあります。 

  ●天災（台風・風水害など）によりやむを得ず休講する場 

   合がありますが、これについての同一授業は原則として 

 行いません。当塾は極力補講授業を行います。 

 

休塾・退塾・に関する事項   

●やむを得ない事由による休塾については、休塾届の 

提出を要します。原則として休塾届に記載の期間を 

   限度として休塾を認めます。その際には休塾期間の 

費用及び復学に際しての入塾金は不要です。 

（但し、申請料1,100円(税込)が必要です。） 

 

●退塾については、前月15日までにお申し出ください。 

16日以降の申し出は翌月分の月謝納入の義務が 

発生する場合があります。 

≪月謝納入について≫ 

●月謝は、原則として「銀行口座振替」によってご納入 

いただきます。（口座振替日は、月初め１日となります。） 

夏期講座費用については、銀行口座振替を行いますが、 

春期および冬期講座費用は、郵便振替にてご納入 

ください。振替用紙は当塾よりお渡しします。 

＊通常月謝のご納入について、「銀行口座振替」が 

不都合な方は、郵便振替または、月謝袋にて納入 

していただくこともできます。（郵便振替、月謝袋を 

ご希望の方は、前月末までにご納入ください。） 

 


