


小

学

生

ほうかごクラブ(２・３・４年生)

算数・国語を自分のペースで勉強できる少人数コース
です。問題を解くことよりも「一緒に考える」ことを大事
にしています。

小学生英語(４～６年生 合同クラス)

アルファベットの読み書きから, 中学1年生程度までの
内容を勉強します。読み書きはもちろん, 聞いたり発音
したり,最新の4技能英語にも対応しています！

算数（５・６年生）

これまでに習ったことの応用も登場するのが５・６年生
の算数です。復習しながら新しい単元に挑戦するので,
算数が苦手な人も安心して勉強できます！

国語（５・６年生）

教科書と同じ文章で, 言葉の知識と読み解く力を育てて
いきます。「書く」から「読める」、「読める」から「書ける」,
気が付けば国語が面白くなっています！

中

学

生

英語（１・２・３年生）

新出単語, 文章の内容確認はもちろん, 丁寧な文法の
まとめで定期考査対策から入試まで, 幅広く対応してい
ます。しっかりと基礎力を固めましょう！

数学（１・２・３年生）

問題のどこを見て, 何を考えて, どういう過程を経て答

えを導き出すのか。パターンに頼らず問題を確実に攻
略する方法を見つけましょう！

国語（１・２・３年生）

読解力・語彙力・表現力をバランスよく身につけていく
ことが最大のポイントです。理論的に考える習慣が, 文
章を読む力になります。

理科（２・３年生）

各単元で丸暗記になりがちなことも, 覚え方のコツを掴

めば簡単に覚えられます。細かな違いがわかるまで指
導するので,忘れにくい知識が身に着きます。

高

校

生

ベーシック英文法

読む・書く・聞く・話す, ４技能のすべての基礎をなす英

文法。特に高校入門レベルを扱うクラスです。英語の
得点アップを狙うならまずはココから！

イディオム・構文

英語の文を読んだり書いたりするには単語と文法だけ
でなく, 熟語(イディオム)や文のきまった型(構文)の知識
も必要になります。早めの対策を！

総合英語

分野に特化した講座ではなく,文法・長文・和訳・作文,

高校英語の総まとめ講座です。すべての分野を系統的
に学ぶことで入試に備えます！

英語長文読解

全国模試等で特に点数を取りにくい長文読解。実は文
章を読むだけではなく, 設問をどう読むかが重要です。
読解問題を得点源にしましょう！

リスニング＆スピーキング

新大学入試に向けたリスニング＆スピーキングの対策
講座。英語特有の音が持つ性質から入試問題の攻略
法まで少しずつレベルアップ。

受験英語

大学受験を突破するのに必要な英語の問題攻略法を
マーク式から記述式まで完全網羅。受験に勝つための
英語攻略法を伝授します！

数学Ⅰ

記述の書き方, 計算の工夫など, 高校数学の根幹とな

る部分を重点的に行います。早期に計算力を身につけ
ておくことで,今後の勉強に大きな差が生まれます。

数学A

状況を正しくイメージし, 可視化できるかが重要な科目
です。図を用い, 論理的に分析することで, 問題を見る
目を養います。

数学Ⅱ

数が多い公式も, 系統だてて覚えることで自分でつくる
ことが可能になります。解き方を使い分けることで, 複
雑な計算も簡単に解くことができます。

数学B

難解な問題には解法のパターンが存在します。基本を
徹底して行うことで, 応用問題を崩すための着眼点をも
つことができます。

受験数学

ⅠAⅡBの内容を, 基本からセンター, 2次対策までレベ
ル毎にしっかりサポート。ただ問題を解くだけでなく, 幅
広い視野を持つことが合格のカギです。

総合国語

現代文・古文・漢文を総合的に学習し, 文章の「仕組
み」を知ることで, 論理的に問題を解けるようになります。
入試の難問も怖くない！



学年 時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

小
学
生

2年生
16:00～18:00
上記時間内で
1時間

ほうかご
クラブ

ほうかご
クラブ

ほうかご
クラブ

ほうかご
クラブ

3年生

4年生

英語
17:00～18:00

5年生 17:00～18:00 算数 国語

6年生 17:00～18:00 国語 算数

中
学
生

1年生 18:50～20:00 英語 国語 数学

2年生 18:50～20:00 理科 英語 国語 数学

3年生 18:50～20:00 数学 国語 英語 理科

高
校
生

1年生 20:30～21:50 イディオム
構文

数学A ベーシック英文法 数学Ⅰ

2年生 20:30～21:50 数学B
総合英語 総合国語

数学Ⅱ 英語
長文読解3年生 20:30～21:50 受験数学 受験英語

★特別講座(土曜日・東舞鶴教室のみ)
高校英語リスニング&スピーキング 19:00～20:00

学年 時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

小
学
生

2年生
16:00～18:00
上記時間内で
1時間

ほうかご
クラブ

ほうかご
クラブ

ほうかご
クラブ

3年生

4年生

英語
17:00～18:00

5年生 17:00～18:00 算数 国語

6年生 17:00～18:00 国語 算数

中
学
生

1年生 18:50～20:00 数学 国語 英語

2年生 18:50～20:00 数学 理科 英語 国語

3年生 18:50～20:00 英語 理科 数学 国語

◆ 東舞鶴教室

◆ 西舞鶴教室

授 業 時 間 割 一 覧

※ 注意事項 ※

・無料体験の参加には事前のお申込みが必要です。

・授業の日にご持参いただくものは, 筆記用具とノートのみです。
小学生は5mm方眼ノート, 小学生・中学生の英語は4線ノート, その他は大学ノートをご用意ください。

・無料体験期間中は, 送迎バスをご利用いただくことができません。

・授業開始10分前までに教室にお越し下さい。

・遅刻や欠席になる場合には, 必ずご連絡をお願い致します。(連絡先：０１２０－４１０－４１９)



0120 - 410 - 419
フリーダイヤル ヨ イ ワ ヨイジュク

ホームページもぜひご覧ください。
詳しい情報を掲載しております！

https://fujita-g.co.jp

入塾金(通常5,400円)が になります！

７月分授業料が になります！
（最大20,000円以上お得に！）

無料体験期間中も自習室 ！

～ 参 加 特 典 ～

ご参加のお申込みを
お待ちしています！


