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2011201120112011 年度年度年度年度    第第第第一一一一期期期期    限定募集限定募集限定募集限定募集！！！！    

《《《《特別特別特別特別キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン実施実施実施実施中中中中！！！！》》》》    

００００円円円円  ００００円円円円  ００００円円円円                    

小学生 ￥５,９００（週２回 算数・国語） 

中学生 ￥８,４００（週３回 英語・数学・国語） 
締切日：２月２５日（金） 

 

 

 

 

 

自宅で受講する！新しい授業の受け方！ 

白熱のライブ授業をリアルタイムで受講できます！ 

不思議なくらい集中力とヤル気がでます！ 

驚くほど成績が伸びます！ 
 

 

インターネットインターネットインターネットインターネット授業授業授業授業はこんなムダをカットはこんなムダをカットはこんなムダをカットはこんなムダをカット！！！！    

 

・塾に通う時間をカット！・塾でのおしゃべりをカット！ 

・塾に通う交通費をカット！・塾への送り迎えをカット！ 

・塾への行き帰りの心配をカット！ 

 

インターネットインターネットインターネットインターネット授業授業授業授業はははは成績成績成績成績をををを伸伸伸伸ばすばすばすばす！！！！    

・ 

・自宅で集中して授業を受ける。だから成績が上がる。 

・効率のよい短時間授業でヤル気が出る。だから成績があがる。 

・要領のよい学習方法が身につく！だから成績が伸びる。 

 

インターネットインターネットインターネットインターネット授業授業授業授業のポイントはここのポイントはここのポイントはここのポイントはここ！！！！    

 

・授業料が格段に安い。 

・クラブ活動や習い事を犠牲にしないですむ。 

・他教室との併用ができる。 

・通信教材と違って先生の生の白熱したライブ授業が自宅で 

受けられる。 

・自宅での授業で子どもの学習状況がよくわかる。 

・すぐに授業が始められます。 

 

フォローもフォローもフォローもフォローも万全万全万全万全！！！！    

 

            質問質問質問質問ができますができますができますができます！！！！    

オンライン授業で学習した内容について、ファックスや 

メールで質問ができます。 
 

            録画録画録画録画によるによるによるによる視聴視聴視聴視聴ができますができますができますができます！！！！    

見逃してしまった授業は、あとでゆっくり視聴ができます。 

（実施後７日間）もう一度復習したいときにも、わかるまで

何度でも見ることができます。 

日本英才教育 

03-3849-6253 

授業料授業料授業料授業料（（（（月月月月））））    

各学年 

８８８８名限定 

！！！！ 

！！！！    

！！！！    

！！！！    
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インターネットインターネットインターネットインターネット    オンラインライブオンラインライブオンラインライブオンラインライブ授業授業授業授業    

おおおお問合問合問合問合せデスクせデスクせデスクせデスク    ０３０３０３０３－－－－３８４９３８４９３８４９３８４９－－－－６２５３６２５３６２５３６２５３    

（月～金 10:00～17:00 土日祝日を除く） 

保護者各位 
 

日本英才教育では、小学生、中学生を対象にした「インターネットによるオンラインライブ授業」を開講します。開

講にともない、下記の通り生徒を募集します。 

この授業は、従来の塾の常識を破った全く新しい方式で授業を提供します。家庭にいながら塾と同様の授業を受ける

ことができ、授業料は従来の塾の費用と比べ格段に安くなっています。成績を伸ばすために工夫されたテキスト、 

ベテラン講師陣の白熱したライブ授業は、今までの塾の概念では捉えられない方式となっています。 

「インターネット オンラインライブ授業」は、子どもたちの集中力と学習へのヤル気を大きく育て、大変効率よく

学習できるシステムとなっています。受講されているご家庭からは、その効果に多くの賞賛の声をいただいておりま

す。２０１１年度「第一期」開講にあたり、特別キャンペーンとして入会金０円、教材費０円、教室維持費０円とし、

授業料は他の塾に比べて格段に安く設定しました。他の塾との併用も可能です。この機会に受講を検討されることを

おすすめします。 

この授業について詳しい説明会を実施します。参加を希望される方はお電話でお申込ください。また、受講について

のお問合せ、ご質問がございましたら下記のオンライン授

業デスクまでお気軽にお電話でお尋ねください。 

この授業は、インターネット（光回線・ＡＤＳＬ回線・ケ

ーブルテレビなど）につながったパソコンがあれば、お手

軽に受講できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《募集要項》 
◆募集クラス ●小学生クラス（新小１～新小６） 

 学校授業の補習と実力練成（公立中高一貫対策授業を含む） 

 ●中学生クラス（新中１～新中３） 

 学校授業の補習と都県立・国立・有名私立高校受験特訓 

 ※定員に満たない場合は、開講を延期する場合があります。 

◆授業 〔小学生〕週２回 ２科目（算数・国語  各４５分授業） 

 〔中学生〕週３回 ３科目（英語・数学・国語 各４５分授業） 

◆入会金 ￥￥￥￥５５５５,,,,２５０２５０２５０２５０－－－－    →→→→    ００００円円円円 但し、キャンペーン締切後は必要となります。 

◆授業料（月額） 〔小学生〕￥５,９００－（週２回） 

 〔中学生〕￥８,４００－（週３回） 

 ※教材費、教室維持費、その他の費用は必要ありません。 

◆受講条件 インターネットに接続できるパソコン環境が必要です。（接続回線は、光回線もしくは、ＡＤＳＬ

回線などが望ましいです） 

◆募集人数 各学年 ８名（第１期） 

◆授業曜日 

▼ライブ中継 

小 学 生 中 学 生 

新１年 月・水 １６：００～１６：４５ 新１年 月・水・金 １９：００～１９：４５ 

新２年 火・木 １６：００～１６：４５ 
新２年 

火・木 １９：００～１９：４５ 

新３年 月・水 １７：００～１７：４５ 金 ２０：００～２０：４５ 

新４年 火・木 １７：００～１７：４５ 
新３年 

月・水 ２０：００～２０：４５ 

新５年 月・水 １８：００～１８：４５ 金 ２１：００～２１：４５ 

新６年 火・木 １８：００～１８：４５    

▼録画視聴 

７日間 

２４時間可能 

録画視聴は、ライブ中継終了後７日間、録画をご覧いただくことができます。録画は、いつでもお好きな

時間に何度でも見ることができます。 

※入会後に年間授業予定カレンダーを配布します。 

インターネットでの授業の様子 



◆申込方法 受講希望の方は、下記の手順に従ってお申込みください。 

①費用（キャンペーン期間中は授業料１か月分）を下記の銀行口座へお振込ください。 

ご注意：振込名は、お子様のお名前と在籍番号（封筒をご覧下さい）にてお願いいたします。 

例）エイサイタロウ 012900001 

 

 
 

②必要事項をご記入の上、ファックスにてご連絡ください。 

 

 

 

 

・お振込後、受講用パスワードを発行いたします。（お知らせいただいたメールアドレスに送信いたします） 
・納入された費用は、いかなる理由があっても、ご返却いたしません。ご了承ください。 

◆締切日 ２月２５日（金） ※先着順受け付け。定員になりしだい締切いたします。 

◆注意事項 ネット回線の状況、ネット環境により、時間の変更等が発生する場合があります。また、録画に

ついても内容が変更になる場合があります。ご了承ください。 

 

 

 

以下のとおり、説明会を実施いたします。 

 ●実 施 日：２月１６日（水） 

 ●実施時間：１１：４５～１２：３０ 

 ●実施場所：自由が丘教室 

 東京都目黒区自由が丘１－２９－１７夢の樹ヒルズ４Ｆ 

●説明会内容 

・授業の効果について・指導の方針・学習の進め方・教材紹介 

・受講の方法について・家庭学習と宿題について 

 ●参加申込：参加を希望される方は、事務センターまで、お電話にてお申込ください。 

０３－３８４９－６２５３（月～金 10:00～17:00 土日祝日を除く） 

 ●申込締切：２月１４日（月） 

 ●そ の 他：当日、ご予定のあわない方は、インターネットにて説明会をご覧いただけます。 

パスワードをご連絡いたしますので、info@nihon-eisai.co.jp まで、インターネットオンライン授業説

明会希望と明記の上、お子さまのお名前・学年をご連絡ください。 

    

    

    

今後今後今後今後のインターネットのインターネットのインターネットのインターネット    

オンラインライブオンラインライブオンラインライブオンラインライブ授業授業授業授業    

《《《《開講予定開講予定開講予定開講予定クラスクラスクラスクラス》》》》    
 

日本英才教育では、下記の予定でオンラインライブ授業を開講して参ります。募集及び内容についての詳細は、別途お知らせ申し上げます。 

電話での先行予約を開始いたします。お電話にてご予約ください。（０３－３８４９－６２５３ 月～金 10:00～17:00）満席になりしだい

締切いたします。※国語読解教室は教材費実費、四谷大塚予習シリーズクラスは、テキスト代が別途必要です。 
 

 

     クラス名 学年 授業回数 授業料 教材費 教室維持費 

◆◆◆◆３３３３月月月月 

小学生 

★国語読解教室 新小１～新小６ 週１回 4,800 円 実費 ００００円円円円    

★小学理科・社会クラス 新小４～新小６ 週１回 4,800 円 ００００円円円円    ００００円円円円    

★有名私立中学受験クラス 新小１～新小６ 週２回 8,800 円 ００００円円円円 ００００円円円円    

★四谷大塚予習シリーズクラス 新小３～新小６ 週２回 8,800 円 ﾃｷｽﾄ代別途 ００００円円円円    

中学生 

★国語読解教室 新中１～新中２ 週１回 4,800 円 実費 ００００円円円円    

★中学理科・社会クラス 新中１～新中３ 週１回 5,900 円 ００００円円円円    ００００円円円円    

★国立・私立難関高校受験クラス 新中１～新中３ 週３回 13,200 円 ００００円円円円    ００００円円円円    

★都立高校受験クラス 新中１～新中３ 週３回 13,200 円 ００００円円円円    ００００円円円円    

◆◆◆◆４４４４月月月月 
小学生 

★小学算数実感クラス 新小１～新小６ 週１回 4,800 円 ００００円円円円    ００００円円円円    

★公立中高一貫受験クラス 新小５～新小６ 週１回 5,900 円 ００００円円円円    ００００円円円円    

★小学生英語クラス 新小４～新小６ 週１回 4,800 円 ００００円円円円    ００００円円円円    

中学生 ★中学英語長文読解クラス 新中２～新中３ 週１回 5,900 円 ００００円円円円    ００００円円円円    

 ※開講クラスは都合により変更になる場合があります。ご了承ください。 

三菱東京ＵＦＪ銀行 自由が丘駅前支店 普）１１４３５１４ 

口座名：エイサイ または㈱日本英才教育 

Ｆａｘ：０３－３８４９－６２８８（２４時間受付） 

◆必要事項 ①生徒氏名 ②在籍番号 ③学年 ④受講講座名（ｵﾝﾗｲﾝﾗｲﾌﾞ授業） 

⑤メールアドレス ⑥お振込金額 ⑦お振込日 ⑧住所・電話番号（外部児のみ） 

教材費   教室維持費 

０円     ０円 

国語読解教室・四谷大塚予習クラスを除く※ 

電話先行予約 

受付開始！ 



 

 

    

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン実施中実施中実施中実施中！！！！教材費教材費教材費教材費００００円円円円 

 

〔小学生〕 ★「あい・キャン国語」・「あい・キャン算数」 ★かん字ドリル・計算ドリル 

あい・キャン国語／算数 かん字ドリル／計算ドリル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちが楽しくわかりやすく学習できるように編集された

問題集を使用します。自主的に学習する習慣がしぜんに身につ
き、学校の成績も格段に向上します。来年度より実施される新指
導要領に対応しています。進級ごとに「理解度チェックテスト」

を行い、合格者には修了書を発行します。 

算数の基礎となる計算力と国語の基礎となる漢字学習を楽しく

学習できるテキストです。計算力と漢字力が驚くほど伸びます。
学習が進むごとにシールを貼り、やり終えたことへの達成感を持
たせ、ヤル気を起こさせます。 

 

〔中学生〕 ★ステップ式〔数学〕 ★ステップ式〔英語〕 ★実力完成問題〔国語〕 

ステップ式〔数学〕 ステップ式〔英語〕 実力完成問題〔国語〕 

   

ステップを追うごとに数学力が加速する
問題集です。基本から発展問題まで効率よ
く学習できます。学校の定期テストに必ず

出る良問も精選されていますので、学校の
定期テスト対策も万全です。公立高校から
上位私立高校入試対策にも対応していま

す。 
 

骨太の英文法がしっかり身につくテキス
トです。この教材は生徒参加型の新方式の
教材となっており、基本文や文法解説は

「なぞり書き方式」でスッと頭に入るよう
に工夫されています。多くの練習問題によ
る反復トレーニングで英語が「わかる」か

ら「できる！」に変わります。公立高校か
ら上位私立高校入試対策も完全対応して
います。 

あらゆるタイプの良問を「レベル別・パタ
ーン別」に学習できます。３～４段階のレ
ベル別問題を豊富に収録してありますの

で「教科書レベル」「教科書応用レベル」「公
立高校・中位私立レベル」「国立・私立難
関レベル」の問題が効率よく学習できま

す。文章読解は理解力を深めるため２度反
復練習できる構成となっています。マーク
シート形式・記述式・新傾向・課題作文な

どの問題も収録してあります。 
 

◆インターネットを使った授業を受講されたお母さまから一言◆ 

(小４)●毎週の授業がとても楽しい様子です。おかげさまで成績も伸びました。 

(小５)●受講して成功です。真剣に学習する子どもを見て感激しました。 

(小３)●そばで見ていても能率よく学習するんだなと驚きました。 

(小１)●リビングで勉強させていますが、よく集中しているのには驚きです。 

(中１)●何よりも塾に出かけて行かなくてよいのが助かります。授業が終わればすぐに

お風呂に入っています。 

(小６)●塾への行き帰りでの事故のことが心配でなくなりました。安心できます。 

(小５)●塾ではよくおしゃべりをしていたようですが、この授業でおしゃべりがなくな

って勉強に身が入るようになりました。学校の先生にも誉められました。 

(小３)●毎週この授業が待ちどおしようです。親としては安心です。 

(中２)●テキストも授業もしっかりしているのでとても安心です。成績が伸びてきました。 

(中２)●子どもにやる気が出てきました。嬉しいですね。成績も伸びると思います。 

(小６)●授業料が安いのにびっくりしました。でも効果は最高ですね。 

(中２)●塾からの帰りの寄り道がないので心配がなくなりました。 

(中１)●学校のクラブをやめなくてすみました。クラブと両立できるので喜んでいます。 

(小４)●楽して成績がグングン伸びてきたのには驚きです。皆さんにもおすすめします。 

(小３)●新しい授業のやり方に子どもは興味津々です。ずいぶんやる気が出てきました。 

(小５)●こんなに効果がある授業だとは思いませんでした。 

(中１)●今までの塾はいったいなんだったのかと思うぐらい効果があります。 

(中１)●自宅で授業を受けるので、子どもの様子がよくわかり安心です。 

(小６)●ムダ口のない授業は子どもにはとても刺激になっているようです。 

(小４)●塾への送り迎えがなくなって私もラクをさせてもらっています。 

(中３)●毎日遅くまで塾に通っていたのがウソのようです。楽して成績を上げています。 

(中２)●最初は本当に役に立つのかなと思っていましたが、始めてみるとそんな心配

は全く必要ありませんでした。授業もよくわかるそうです。 

(中２)●塾のことでいつも悩んでいましたが、やっと悩みから開放されました。 

(小６)●小さいときから続けてきた習い事をやめずにすんだのでとても助かります。 

(小５)●ずいぶん簡単に授業が受けられたのがびっくりです。 

(小４)●とてもわかりやすいテキストなので子どもは喜んで問題に取組んでいます。 

(小２)●都合で休んでも録画で勉強できるので安心です。 

(小５)●この授業はとてもお得です。とてもよい授業です。感謝しています。 

(小６)●習い事が忙しくなり塾へ通う時間がなくなったので、時間を有効に使えとて

も助かります。 

(中２)●月謝が安いのでとても助かります。成績も上がってきています。親としては

万歳！です。 
 

特 別 


