
★成績が伸びる！志望校に合格する！★ 
「西高に行きたい」「南高に行きたい。」「姫商に行けたらな」 

きみの現状より上の高校に進学できるようサポートします。

今現在成績は低いけれど、」「行きたい高校がある」のであ

れば、「進学塾トリニティー」に来てください。 

「進学塾トリニティー」は、公立トップ高でも、私立高

でも、塾生それぞれが「行きたい学校へ行く」ための塾です。 

「自分の進路を実現する」ための塾です。 

 

★「進学塾トリニティー」の指導システム★ 

 
■定期テスト対策期間 
定期テストの 2 週間前から準備を始めます。 

テスト対策期間中は塾の教室を自習室として開放しています。 

更にテスト直前の日曜日は「テスト勉強会」を実施します。 

「提出物」を完成させ必ず期限までに提出できるように指導します。 

■季節講習をはじめ様々な特別講習 
春・夏・冬の長期の休みには特別講習があります。 

季節ごとの講習会のほかに、中 3 生は「公立高校合格一直線シリ

ーズ」として 10 月から入試直前まで連続的に実施。 

■学期ごとの個別面談会 
塾での学習の様子をお話し、ご家庭のご要望を承り、ご家庭と塾が

お子さまの進路や学習指導に共通の認識で当たれるように、学期

に 1 回個別の面談会を催しています。 

■データに基づく進学指導 
今までの塾生の成績や進学先などのデータの蓄積があり、採用し

ている模試データの提供も受けて、「勘」等ではなく客観的なデータ

に基づいて進路指導をしています。 
 

■英検・漢検・数検    
入試に役立つ検定試験、「英検」「漢検」「数検」の 3 級以上を中 3

の 12 月までに取得するよう指導しています。なお、進学塾トリニテ

ィーは、「英検」「漢検」「数検」各検定試験の準会場ですので、塾の

教室で受検できます。また塾生だけでなくご兄弟や保護者の方な

どどなたでも受検いただけます。 

 

★中学生レギュラー★ 
■選べる指導コース 
① クラス指導は、小さなグループの授業で規律正しく学習し成

績を伸ばします。ベテラン講師が生徒に質問しつつ解説授業

を行います。その後、演習問題に取り組む中、個別に分からな

いところなどを指導し理解を促します。皆で受ける授業は公立

高校入試に必要な水準の授業内容でテンポよく進められます。 

② 完全個別指導  伝統的な個別指導のスタイル。「1：1～2」の

対面授業です。授業の曜日や時間帯。教科を選べます。担任

制ですから、いつも同じ先生です。季節講習や塾内模試にも

参加できます。 

③ 「すらら」のコース   
｛すらら｝が勉強を教えてくれ

ます。練習問題も出して採点

してくれて、復習する単元も示

してくれます。更に今まで何時

間勉強して、何ができて、何ができないかを示してくれます。

「すらら」を使って。いつでも好きなだけ勉強できます。不登校

の小中高生にも適しています。東洋大姫路中高も正式採用し

ています。 
 

④ みつばちコース 発達に遅れや偏りがある中学生たちが、

「県立三田高等特別支援学校」や「播磨特別支援学校」へ進

学できるように指導するコースです。不登校生の学習指導もして

います。 

 

クラス指導コース 

 

個別指導コース 

 

「すらら」のコース 

 

みつばちコース 

 

 

学年 教科 時間／月 回数 授業料 

中 3 英数国理社 24 時間 2 回/週 18,000 円 

中 2 英数国理社 24 時間 2 回/週 18,000 円 

中 1 英数国理社 24 時間 2 回/週 18,000 円 

コース 教科 時間/月 授業料 

完全個別 英語・数学 8 時間から 17000 円～ 

コース 教科 時間／月 授業料 

スタンダード 5 教科 8 時間から 15,000 円～ 

学び放題 5 教科 無制限 20,000 円 

 時間/月 授業料 

みつばち 4 時間～ 9,500 円～ 

準会場校 

 
当塾サイトはこ

ちらからどうぞ。 

No one left 
behind! 

誰もが成績が伸
びる、「行きたい
学校」へ行ける。 

無料体験をどうぞ！ 
電話（271-2612）で申し込む→塾の方針等を説明→体験の日

程を決める→体験する（週 2 回）→入塾！ 

 



★小学生のコース★ 
小学生は、基本的に個別指導です。通塾の曜日や時間帯、

教科を選べます。学校の教科書に従って指導します。算数

は計算。論理的思考力や発想力を延ばすために、教科書外

の問題にも挑戦します。国語は漢字と読解問題。国語も教

科書外の読解力問題に挑戦します。 

小学校で学ぶ事柄は中学～大学へと学び続ける際の基礎

の基礎であり、社会生活を行う上でも必要不可欠の学習で

す。中学校で中位よりも上に位置するためにも、小学校でし

っかり学習は欠かせないと考えています。 
 

小学生の英語 
動画やアプリなど年齢やレベルに合わせた教材で繰り返し

学習して、基礎力を定着させ、外国人講師とオンラインで英

語を使う経験を積み重ねていく学習方法です。楽しさにあふ

れる雰囲気の中、お子さまは自分のペースで、かつ、いつの

間にか量を積み重ねていけるプログラムです。 

「好き」を生み、通うことが楽しみになる習いごとの理想を実

現しています。学校の授業や受験に役立つだけではなく、将

来に向け、何歩も先へ行ける「基礎力×実践力」が身につけ

られます。 
 

小学生 
 時間/月 教科 授業料 

小学 6 年生 8 時間 国・算・英 10,000 円～ 

小学 6 年生 4 時間～ 国語・算数 7,500 円～ 

小学 5 年生 8 時間 国・算・英 10,000 円～ 

小学 5 年生 4 時間～ 国語・算数 7,500 円～ 

小 2～小 4 4 時間～ 算数・国語 7,500 円～ 

 

キミの「行きたい」「学びたい」
の情熱を現実にします！ 
中学入試 県立大付属中学合格コース 
兵庫県立大学付属中学に合格するコースです。 

令和に入って私立中学の入試に似てきた同中学校の「適性

検査」に勝ち抜く水準の算国理社の4教科と作文、面接の指

導をします。時期によって変わりますが、週 2 日から毎日の

通塾を予定しています。 

東洋大姫路中・姫路女学院中合格目指す小学生にも対応し

ています。姫路女学院中希望者には英語も指導します。 

新小学 6 年生～3 年生を若干名募集します。 

算数・国語・理科・英語を指導します。  

★詳細はお問合せください。 

★中学生の発達に遅れや偏りがある子供たちのために★ 
「みつばちコース」では、「県立高等特別支援校」や「播磨特

別支援学校」への進学を希望する生徒の合格指導に力を注

いでいます。普段の中学校での学習支援もしています。 

発達障害があるけれど、普通級で学習できている生徒は、

塾でも「中学生レギュラーコース」の、クラス指導か個別指導

で学習します。 
 

堅忍不抜の実力を身につけ、 

志望大学合格一直線！ 
 

★高校生のコース★ 
昨年度は、「京都産業大学 理学部物理学科」と「大阪

工業大学情報科学部データサイエンス学科」に合格者

を出しています。 

「あと数学さえできたら、国公立にすすめたのに・・・」「看

護学校に行きたいのに、受験科目に数学がある！」「早

稲田の政経は数学必須になった！」数学ができないばか

りに選択の幅を狭めなくてもよいように、数学を鍛えましょ

うよ。 

英語は大学入試に長年携わり、入試の酸いも甘いも噛分

けるベテラン講師が担当します。 

高校生は、英語も数学も個別指導です。高 1・高 2 生は各

高校の授業に準拠して指導します。週末課題などの指導

もあります。高 3 生は大学受験に的を絞って指導します。 

 

プログラミングで、ロボッ

トを思い通りに動かそう。 
★ロボット/プログラミング教室 

① ロボット教室 モーターとブロックで毎月 1 体のロボットを

作ります。（主に小学生対象） 

② ロボティクス・プロフェッサーコース プログラミングで自

由に動かせるロボットを製作します。言語は Arduino で

す。数学や理科の知識を使うので、勉強にもなります。

（中学生以上） 

③ プログラミング  「scratch」を使って、ゲームやアニメを

作りながら、「プログラミング」に慣れていき、論理的な思

考ができるようになります。（小学 3 年生以上）その後、

「Java Script」の学習に進みます。 
 

 ロボット/プログラミング授業料 

 

コース 教科 時間/月 授業料 

高校生個別 英語＋数学 16 時間 30,000 円 

 1 教科 8 時間 22,000 円 

プログラミング 3 時間/月 2 回/月 10,560 円 

ロボット 3 時間/月 2 回/月 10,934 円 

ロボティクス 4 時間/月 2 回/月 13,200 円 

だれ一人おいてきぼりにしない。 

どの子も学校の授業がわかる。ついていける。そして・・・ 

進学塾トリニティー 
姫路市勝原区宮田 162-15 

☎271-2612 

無料体験をどうぞ！ 
電話（271-2612）で申し込む→塾の

方針等を説明→体験の日程を決め

る→体験する（週 2 回）→入塾！ 
 

無料体験会あり 

 
当塾サイトはこ

ちらからどうぞ。 


