
中学部 募集要項（※金額は全て税抜表記） 
エムパーク 2020 年 1 月改定 

 

推奨パックコース:探究アクティブコース （公立１～3 年生） 
<英数理徹底演習＋キャリア探究コース「よのなか科」＋プログラミング＋速読解> 

対象学年 授業回数 授業料 維持管理費 速読解 
＋プログラミング 教材費 

中１、中２ 
毎日受講可能 

（90 分～180 分） 

32,800 円 
→27,800 円★ 

3,200 円／月 
 

半期 
or 

月払い 

授業料→無料 
 

アカウント費のみ 
2,000 円／月 

実費 
 

入会時 
年度初め 

※教材一覧
参照 中３ 

毎日受講可能 

（90 分～180 分） 

34,800 円 
→29,800 円★ 

授業内容 
特徴１:定期試験対策＋勉強の仕方徹底演習＋キャリア教育＋能力開発がパックになったお得なプランです。  
特徴２:普段は定期テストに向けた演習を行い、「勉強の仕方指導」＋「英数理徹底演習」サポートを行います。 
特徴３:平日は通いたい放題。開校日全てに授業を受講していただく事もできます。 
特徴４:キャリア探究コース「よのなか科」の授業料／維持管理費も含まれており、主体的に勉強する意欲を喚起させます。 
特徴５:マインクラフトプログラミングコースも受講可能。将来に活きるプログラミングスキルも同時に習得します。 
特徴６:速読解コースも受講可能。勉強の基礎能力と単位時間当たりの効率、集中力をトレーニングします。  

★2020 年度新規開校キャンペーンにつき、2020 年 3 月までにお申し込みされた方に対して上記特別価格で受講いただけます。 
※ご兄弟姉妹が個別アクティブ探究コースに通塾の場合、お 2 人目以降（金額が安いほう）の月額授業料を半額とさせていただきます。 
（他コースでのご兄弟姉妹通塾割引は月額授業料の２０％オフとなります） 
※講習期は通常の授業とは別にさらに演習授業を組みます。夏期講習会のみ＋1 か月分の講習費をいただきます。春期講習、冬期講習は無料で

追加受講いただけます。（合宿などオプション授業は除きます。）通常期の通い放題サービスを含めた年間カリキュラムの一貫となりますので、
講習会の受講は必須となります。 

※よのなか科の授業内容は下記ご案内をご覧ください。（隔週土曜授業。欠席の場合は映像授業をうけての通信添削授業を実施） 
※速読解コースは＋3400 円で「速読英語コース」にグレードアップしていただく事ができます。 
※維持管理費…ess 本科生となるために必要な費用です。維持管理費には以下の費用が含まれます。 

●各講座受講資格 ●施設維持費 ●学習カウンセリング費 ●カリキュラム管理費 ●テスタイ受講費 ●自習室利用費 
●コミル利用料（入退室メールシステム・口座振替処理費含む） ●プリント等通常授業使用時の補助教材費 ●塾総合保険 

※入会金 15,000 円 ※ご兄弟姉妹で通塾いただく場合、講習会を受講後に継続してご入会の場合は、入会金が免除。 
 
 

推奨単科コース:キャリア探究コース「よのなか科」 
 

対象学年 授業予定 授業料 維持管理費 入会金 

中１～高２ 
隔週土曜（120 分） 

19:00～21:00 

8,000 円 
→6,000 円★ 

2,000 円／月 5,000 円 

授業内容 

特徴１:将来仕事に従事する上で必要な非認知能力である「社会人基礎力」をトレーニングによって身に着けていきます。 
【授業例】ハンバーガー屋を経営しよう～原価と価格～    公平とはなにかー700／800 問題 
     ヒトのコピーが作れたら?～医療と倫理～     希少性をたかめてレアカードになる 
     君が学校の校⾧先生だったら～リーダーシップ～  資金をどう集めるか～クラウドファンディング～ 
特徴２:パソコンを使ってワープロソフトの使用方法を学び、資料作成の基本的な技術を身に着けます。※ 
特徴３:パソコンを使ったプレゼンテーション資料の作成、実際のプレゼンテーションにも挑戦していきます。※ 
特徴４:課題解決型授業（ＰＢＬ）により、生徒の主体性を引き出し勉強や将来に対する意欲を喚起します。 

★2020 年度新規開校キャンペーンにつき、2020 年 3 月までにお申し込みされた方に対して上記特別価格で受講いただけます。 
※キャリア教育探究授業は隔週土曜日の 19 時～21 時の時間帯で開校いたします。 
※よのなか科は全 2 年間のカリキュラムです。 
※毎回の授業で使うパソコンは貸出できます。自分のパソコンで授業を受講される場合、400 円／月を割引いたします。 
※1 回／月となる月がありますが、年 21 回のカリキュラムを月で平準化させた授業料になっておりますので、月によっての授業料の変動はあ

りません。 
 
 



個別コース要項 
個別アクティブコース <1 日１３５分～＋受講教科について毎日通い放題> 
公立中学１年・２年・３年 

受講教科数 授業回数 授業料 維持管理費 教材費 

２教科（５科から自由選択） 毎日（推奨 2 日） 17,800 円 

3,200 円／月 
 

半期 
or 

月払い 

実費 
 

入会時 
年度初め 

※教材一覧参照 

３教科（５科から自由選択） 毎日（推奨 2 日） 21,400 円 

中１･２推奨 ４教科（５科から自由選択） 毎日（推奨 3 日） 23,200 円 

中３推奨 ５教科（５科） 毎日（推奨４日） 26,800 円 

※ご兄弟姉妹が個別アクティブコースに通塾の場合、お 2 人目以降（金額が安いほう）の月額授業料を半額とさせていただきます。 
（他コースでのご兄弟姉妹通塾割引は月額授業料の２０％オフとなります） 
※講習期は通常の授業とは別にさらに演習授業を組みます。夏期講習会のみ＋1 か月分の講習費をいただきます。春期講習、冬期講習は無料で

追加受講いただけます。（合宿などオプション授業は除きます。）通常期の通い放題サービスを含めた年間カリキュラムの一貫となりますので、
講習会の受講は必須となります。 

※維持管理費…ess 本科生となるために必要な費用です。維持管理費には以下の費用が含まれます。 
●各講座受講資格 ●施設維持費 ●学習カウンセリング費 ●カリキュラム管理費 ●テスタイ受講費 ●自習室利用費 
●コミル利用料（入退室メールシステム・口座振替処理費含む） ●プリント等通常授業使用時の補助教材費 ●塾総合保険 

※入会金 15,000 円 ※ご兄弟姉妹で通塾いただく場合、講習会を受講後に継続してご入会の場合は、入会金が免除。 
 
 
速読解コース・スピード英読解コース <１日４５分毎日通い放題> 

コース名 時間 授業回数 授業料 アカウント費 入会金※ 

速読解 
４５分／１回 週１～４ 

4,800 円→ess 生無料 
2,000 円／月 5,000 円 

スピード英読解 6,800 円→ess 生半額（3,400 円） 
※アカウント費には、検定料・ＷＥＢ教材・個別ＩＤ発行が含まれます。単科受講時はコミル利用料 600 円／月が必要となります。 
※各校の平日開校曜日は毎日通い放題となります。（※講習期間中を除く） 
※他コース併用時は、別途入会金は必要ありません。 

プログラミング・マインクラフトコース:中１～中２ 
時間 授業回数 授業料／月額 アカウント費 入会金 

３０分／１回 
週１回 

※復習無制限! 
Ｍ:4,800 円（※） M:1,800 円／月 5,000 円 

※アカウント費には、ＷＥＢ教材・個別ＩＤ発行が含まれます。単科受講時はコミル利用料 600 円／月が必要となります。 
※パソコン持ち込み割:400 円／月 
 
愛知全県模試 

学年 実施月 受験費 内容 
中１・中２（選択） 

中３（必須） 
4 月・8 月 

10 月・12 月※ 
3,600 円／1 回 

※外部会場受験時 4,000 円／１回 

参加塾、年間受験者数ともに愛知県下で一番の実績を有し、安定した母集
団・判定結果を形成しています。毎年、中３生は２万人以上が受験をして
います。※公立中３生は必須受験 

 
●時間割 ※A 講～Ｃ講は土曜、講習期間のみ開講 ※土曜は隔週で開校 

校舎 月 火 水 木 金 土 
エムパーク校 〇 〇 休校 〇 〇 休校(※) 

Ａ講 13:50～14:35 
Ｂ講 14:40～15:25 
Ｃ講 15:30～16:15 
１講 16:20～17:05 
２講 17:15～18:00 
３講 18:10～18:55 
４講 19:05～19:50 
５講 19:55～20:40 
６講 20:45～21:30 

 
 


