
ホームページからも
お問合せいただけます

塾 シード

　40年近く、小樽で学習塾をやらせていただいた感謝の気持ちを形にするために、真の学力を身につける指導を
リーズナブルな料金で提供したいと思います。
　一つは指導内容です。指導時間が少ない中で、塾がやらなければならないことは学校教育では教えてもらわない
こと。それは「頭の使い方」です。そのポイントは考え方（論理）と考える技術（仮説思考・抽象化思考）です。
コンピュータで言えば、WindowsのようなOS（基本ソフト）の部分。この力が真の学力であり、
身に付けば一生の財産になります。
　そんな指導は理想論で、塾はテストの点数だけ上げていればいいと言われ続けてきました。
しかし私は諦めません。なぜなら、頭の使い方さえ手に入れば、それは使い尽くせぬ財産となり、
子供たちの未来が豊かになる･･･そう信じているからです。
　二つ目は塾にかかるお金を月謝だけにします。入塾金、教材費、冷暖房費、維持費、小中学生の
講習会費などは、すべて無料。この月謝に含まれます。
　理想の塾を目指して、シードスタッフ一丸となって頑張り、精進することを誓いたいと思います。 堀 口 裕 行

塾 長

塾をお考えの方、ぜひ検討してください。

堀　口　裕　行

１「集団授業」＋「個別指導」を組み合わせ、子供たちの眠っている能力を引き出し、
学ぶ喜びを教え、学ぶ意欲を引き出します。

集団授業と個別指導の
ミックス型で

どんな子にも対応!

教え方改革

高校生向け対面授業！

2
2つの2つの
改革!!改革!!

※毎週金曜はスタッフ研修日。

進学塾シードの3つの特徴！

いつでも塾にきて
自習ができる。1

いつでも質問ができる。2

シードスタッフは毎週
研修をして指導力を向上。3

英語もう一度講座（集団授業） 数学もう一度講座（集団授業）
中学生レベルから大学入試までの文法体系を
基礎から伝授。英単語は大学入試に必要な
1000単語を習得させます。

中学生レベルから高校生レベルまでの数学的
思考を伝授します。

※詳しくはお問合せください。

各学年
先着15名様

※入塾される方は無料。　
※シードの授業を体験し、ご入会を検討頂く為のキャンペーンです。

始まります!!

春期講習
お試しキャンペーン

各学年一律 3,240円!! (税込)

悩める高校生に朗報!

塾にかかるお金は
月謝のみ!!

入塾金・教材費・維持管理費・冷暖房費等
は一切かかりません。
また、小中学生の講習会費やイベント受講
費、北海道学力コンクールの受験料（小中
学生のみ）もすべて月謝に含まれます。

料金改革

※詳しくは裏面へ。

3月31日までのご入会で、
小・中・高生の年1回

英検受験料(3,000円)が無料に！!

小学生から大学合格まで

シード
チャレンジ2017シード
チャレンジ2017
すべては子供たちの未来へ。すべては子供たちの未来へ。

さらに
!!

0120-55-1149
ゴーゴー イイ ジ ュ クお申込み・お問合せは今すぐお電話で!!



［平日］午前10時～午後9時／［土］午前10時～午後6時
※月曜・日曜・祝日は休み

小樽市稲穂2丁目18-6 シードビル 
TEL(0134)22-6954  FAX(0134)34-0638

ホームページは 塾 シード
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すべては子供たちの未来へ。シードチャレンジ2017  2つの改革!!

※こども英語教室を除く。

※すべて税込料金です。

お母
さん
の

イライ
ラも

解消
!

頭の
使い
方を
指導
!

で、兄弟姉妹割引

教え方改革
『集団授業』+『個別指導』を組み合わせ、子供たちの
眠っている能力を引き出し、学ぶ喜びを教え、学ぶ意欲も引き出す！
集団授業の良さとは？

料金改革

 勉強の緊張感と楽しさ。
 知識の意味とつながり。
 考える技術。

1週間の予定表を作成し、規則正しい生活をサポート。
家庭学習時間を管理し、勉強の習慣付け。
分からない個所を発見し、考えさせ、理解させる指導。 

個別指導の良さとは？

塾にかかるお金は月謝のみ！

毎月の授業は計8回(集団授業4回＋個別指導4回)、講習会月は計4回(集団授業2回＋個別指導2回)。

※コーチング･･･生徒の話をよく聴き、承認したり質問したりすることによって、生徒の自発的な行動を促すコミュニケーション技法

集団授業+個別指導の「総合コース」
小学5年生(月謝)･･･16,740円(税込)　　小学6年生(月謝)･･･17,820円(税込)

質問日利用・自習室利用

小学生

2020年スタートの小学校英語に対応。
◆ベネッセこども英語教室

【料金に含まれるもの】
入塾金、教材費、維持費、冷暖房費

小学生(月謝)･･･9,180円(税込)
中学生(月謝)･･･9,180円(税込)

高校受験リスニングコース（英検4～3級に対応）
中学生(月謝)･･･9,180円(税込)

大学受験リスニングコース（英検準2級～2級に対応）
高校生(月謝)･･･9,180円(税込)

知識を体系的に教えることができるとともに、アクティブラーニング要素を取り入れ、　 
競争意識や、やる気を引き出します。

生徒ごとに計画を立て、その習熟度に応じて弱点指導ができます。

年間の費用が明確。　　家計にやさしい。

中学生

高校生

こども英語教室
集団授業+個別指導の「総合コース」
中学1・2年生(月謝)･･･22,140円(税込)＋中学3年生(月謝)･･･24,300円(税込)

質問日利用・自習室利用

英　語：英文法の体系化と語彙数増加
数　学：文章題の解き方の技法とスピーディな計算力
国　語：読解のルールと語彙数増加
理　科：重要事項の正確な知識と考え方
社　会：重要事項の正確な知識

入塾金、教材費、維持費、冷暖房費、春･夏･冬の講習会費用、道コン受験料

入塾金、教材費、維持費、冷暖房費、春･夏･冬の講習会費用、道コン受験料

①週間計画表の作成とそのチェック ➡ ②宿題チェック ➡ ③※コーチング ➡ ④弱点箇所の発見と指導

①週間計画表の作成とそのチェック ➡ ②宿題チェック ➡
③※コーチング ➡ ④弱点箇所の発見と指導

代ゼミサテライン1科目+個別指導コース

質問日利用・自習室利用

・高校の基本的な内容を扱う講座から高度な内容を扱う講座まで。
・代ゼミの中でも選び抜かれた講師陣が担当。
・映像授業でとにかく分かり易くポイントをついた授業を展開。
・学校の授業の予習や復習はもちろんのこと、あらゆるレベルの大学受験にも対応。

①週間計画表の作成とそのチェック ➡ ②宿題チェック ➡
③※コーチング ➡ ④代ゼミサテライン授業のノートづくり

入塾金、教材費、維持費、冷暖房費

高校1・2年生(月謝)･･･22,920円(税込)

受講科目数+個別指導コース
高校3年生・過度年生(月謝)･･･実費

受験のリスニング満点を目指す！
◆シードスマイルスタジオ

集団授業（2時間×週1回×4週）+個別指導（2時間×週1回×4週）

代ゼミ（2時間×週1回×4週）
＋個別指導（3時間×週1回×4週）

集団授業（5時間×週1回×4週）+個別指導（3時間×週1回×4週）

※ 講習会月は集団・個別共に月2回となります

※ 講習会月は集団・個別共に月2回となります

お電話・ホームページから
お問い合わせ

個別面談
（親御さんもご一緒に）

当塾の仕組み・考え方に
ご理解・ご納得 ご入会！

代ゼミ（2時間×週1回×4週） 
＋個別指導（3時間×週1回×4週）

さらに
!!小学生・高校生

個別指導日
スタッフ
研修日

集団
授業日 休み

月曜日 火曜日 水曜日

休み 質問日
教育相談日

中学生
個別指導日

1週間の授業
スケジュール

木曜日 金曜日 土曜日 日曜・祝日

≪代ゼミで学ぶこと≫

≪個別指導で行うこと≫

≪集団授業で学ぶこと≫

≪個別指導で行うこと≫

≪集団授業で学ぶこと≫

≪個別指導で行うこと≫

国　語：読解のルールと語彙数増加
算　数：文章題の解き方の技法とスピーディな計算力

駅から3分。
バス停から徒歩1分、
安心して通塾できます

入会の手順

【塾生特典】
質問日利用・自習室利用

【料金に含まれるもの】

【塾生特典】

【月ごとの授業日】

【料金に含まれるもの】

【塾生特典】

【月ごとの授業日】

【料金に含まれるもの】
【塾生特典】

【月ごとの授業日】

【月ごとの授業日】

2人目以降のお子様は月謝半額!

高1・高2
高3～

こども英語教室

16,740円
17,820円
22,140円
24,300円

22,920円
実　　費

9,180円

小5
小6
中1・中2
中3

入塾金・教材費・維持管理費・冷暖房費等は一切かかりません。
また、小中学生の講習会費やイベント受講費、
北海道学力コンクールの受験料（小中学生のみ）もすべて下記の月謝に含まれます。

0120-55-1149
ゴーゴー イイ ジ ュ クお申込み・お問合せは今すぐお電話で!!

小学生から大学合格まで

月
　
謝


