
地域で一番親身な個別指導塾

わかるってうれしい！楽しい！

お母さんのお悩みや

お子様の成長を一緒に考え
ます！

小学生 ・ 中学生の保護者のみなさま！小学生 ・ 中学生の保護者のみなさま！

分数、 割合、 方程式や関数など
　　　　　数学がとにかく苦手 ・ ・ ・

英語の文法が解らない ・ ・ ・

勉強の習慣が全くない ・ ・ ・

塾に行っているけど成績が上がらない ・ ・ ・

何とかしたい、 けれど何からはじめたら
　　　　　　　いいかわからない ・ ・ ・

お子様のお悩みはどれですか？

１つでも
チェックが
入ったら…

お子様の抱える悩みや疑問、ご希望に応えます！

→裏面の「アチーブメント５つの特徴」をご覧下さい。

まずはお気軽にお電話ください。まずはお気軽にお電話ください。

１つでも
チェックが
入ったら…

ご兄弟
お友だちと
一緒だと

さらに、

＋

＋
入塾金が
無料！

授業料が
半額！

2014 年度の
授業料が一年間ずっと

一年間で最大
13 万円以上お得！！

※2014 年 4 月以降の入塾の場合は
割引無しの通常価格となります。

週３→20%OFF
通い放題→26%OFF

お二人とも
初月の通常

¥21,000 の

なんと！

いまなら特典も！

体験講習
から継続して
入塾

いただくと

90分授業の

週３/ 通い放題
プランで、

3/31
までに入塾
いただくと

自分のペースで着実に学習できる、次世代型学習システムを
体験してみませんか？

小・中・高　　５教科 www.juku-achievement.jp/

〒536-0016
大阪市城東区蒲生2-2-3

Mail：
yuki@juku-achievement.jp学習塾アチーブメント

Achievement次 世代型個 別指導

06-6167-5572TEL
学習塾アチーブメント 検索

新小学5年生~新中学3年生対象 中学生対象！
決戦は新学年最初の
中間テスト！！5日間コース

（1日９０分）
→  　￥5,250
￥1,050￥1,050

￥525
￥105

45分 (1コマ )45分 (1コマ )

先着
10名様

先着
10名様

先着
10名様特別体験講習 iPad

GET! のチャンス !!

個別
相談 ＋ 無料体験

アチーブメントの授業を
体験してみよう！！ 随時開催中！！

部活との両立、家庭での学習状況など、まずはお気軽にご相談ください。
お子さんの生活スタイルに沿ったベストなカリキュラムをご提案します。                 

02 14 学 年新
スタートアップキャンペーン



◆塾では・・・ ◆お家では・・・ ◆お父さん・お母さんへの
報告メール

先生１人で生徒１人をつきっきりで指導す
ると生徒がすぐに質問し、教えてもらうの
を待つという受身になってしまいます。成
績をあげるには、先生が指導する時間より、
自分で考えて学習する「自立型学習」の時
間を増やすこと。当塾はそこを重視します。

成績向上のポイントは「学習内容を理解し、
理解したことを反復演習して自分でできる
ようになること」です。そのため、家庭で
もお子さまがしっかりと根本理解・概念理
解をし、自分に合った問題をたくさん解く
ことで、確実に習得するやり方をとってい
ます。

週１・２回程度の塾での勉強だけで成績が
簡単にあがることはなかなかありません。
家庭での学習がカギとなりますがそれが難
しい。当塾ではその家庭学習までしっかり
見守り、指導していきます。徹底した学習
時間の確保。それが成績向上のカギです。

･･･
･･･

･･･
･･･

5 つの特徴
お子様の抱える悩みや疑問、 ご希望に応えます！

学習塾　

アチーブメント

わかった！できた！　結果が出るから自信がつく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「やる気」へ導く学習システム

その１一人ひとりに最適な学習カリキュラムをご用意できる
次世代型学習システムを採用しています

個別指導学習塾でも安心価格

アルバイト講師はゼロ！

お子さま、塾、保護者様の
三者の「つながり」でフォロー

自由な時間設定が可能　授業の振替・変更も対応

その２

その３

その４

その５

当塾は、昨今教育業界で大変注目されている「アダプティブラーニング」の最新学習システム「すらら」を採用しています。
レクチャーでは、有名予備校のカリスマ講師の授業を再現した内容を、スモールステップで着実に理解しながら学ぶことが
できます。
また、個々の理解度に応じて調整する、「適度な難しさ」の演習問題を解くことができます。難しすぎず、簡単すぎないから
こそ、解けた時の達成感が大きく、学習意欲を高めるのです。
さらに、学習到達度・進捗状況など、個別の学習管理システムをもとに、
お子さまの特性を理解した上で個性に合わせたフォローをします。
お子さまがどこで、どうつまずいているのか把握できるので、一人ひとり
の学力・ペースに合わせた勉強法をしっかり指導いたします。

塾に来るごとに変わるアルバイト講師はいませんので、教え方にバラつきはありません。塾長がお子さまひとりひとりを
責任もって直接指導します。生徒との 1対 1の強い信頼関係を築くからこそ、学力向上が実現できるのです。

当塾ではお子さまの学習状況をメールで毎授業ごとにご報告します。
塾長とお子さまの 1対 1の信頼関係と、塾長と保護者様との連携が、
お子さまの勉強のやる気、楽しさをアップさせ、「成績向上」に
繋がるのです。

学校の部活や習い事で時間の都合がつきにくかったお子さまにも、自分の時間に合わせて日時を選んでいただけます。
急なご都合などでの授業の振替・変更にも、当塾では無料で対応いたします。

当塾のシステムだからこそ実現できる、安心の授業料です。
高い教材費や年会費などはいただいておりません。

多くの個別指導塾とココが違う！
自立学習応援
プログラム

塾　長

お子さま

直接のサポート
　１対１のつながり

毎授業ごとに
メールでご報告　

 気軽に
相談できる

塾長からの毎回の報告で
家庭学習の声かけが具体的

連携プレー

保護者の方

塾長のご挨拶

個別指導なのに安心の価格です！
週１
（月４回）

￥4,200小 1～6
（45分授業）

小 5～6
（90分授業）

中 1～2
（90分授業）

中 3
（90分授業）

￥9,450

￥10,500

入塾金　￥21,000 ￥10,500　／　管理費：￥2,100/ 月

￥8,400

￥18,900

￥21,000

￥12,600

￥28,350

￥31,500

-

￥33,080

￥8,400 ￥16,800

￥22,680

￥25,200

￥24,480

￥27,200

￥20,160 ￥21,760
￥25,200 ￥29,400

￥36,750

週２
（月８回）

週３
（月１２回）

通い放題授業料

（税込）

文部科学大臣賞受賞教材導入校

無料
体験

受賞教材を使った

体験授業実施中！
　お気軽に無料の体験授業をどうぞ !!

まずはぜひアチーブメントの塾生の真剣な勉強の様子
を見学にお越しください！
自立学習の様子がよくお分かりいただけます！

体験授業はお電話かWebにてご希望の日時をお申し込み下さい。

” 生徒第一”　子どもたちの「変わりたい」という想いを全力で応援します !!
こんにちは。学習塾アチーブメント塾長の山澤です。
子どもたちにやる気がないまま、無理矢理勉強をさせても学力は向上しません！
私の目指す教育は、子どもたちの意識を「教わる」から「学ぶ」にシフトさせ、やる気を引き出し、勉
強に楽しみを見出させることで、学力の向上だけでなく人生を生きるうえでもっとも大切な「考える力」
を育む事です。子どもたちが自分の人生を楽しんで生きられるよう指導してまいります。

※教材費は授業料に含まれております。
※入塾金は、入塾してから３ヶ月後にお支払い頂きます。
※高校生の授業料についてはお問い合わせ下さい。

自分で考え、自ら学ぶ

の応援サポート！
教えてもらう勉強から、

アチーブメント

小・中・高

数 ( 算 )・英・国・理・社学習塾アチーブメント
Achievement次 世代型個 別指導

06-6167-557206-6167-5572TEL

www.juku-achievement.jp/ 〒536-0016　大阪市城東区蒲生2-2-3

お問い合わせ受付時間：月～金 10:00～21:00

J
R 

京
橋
駅

ダイエー 聖賢小学校

やまのうえ整骨院

学習塾
アチーブメント

きたがき歯科

しらたま温泉

大阪協栄信用組合 ロイヤルホストセブンイレブン

つつみ歯科

桜小橋 蒲生四丁目

ドラッグストア
サーバ

まずは体験講座へお越しください。

高校受験・内申点対策に

英検・数検対策講座
中学1・2年生

英検3級・準2級を目指す！
中学英語の弱点克服にも。

大好評の英検対策講座

チャレンジ・イングリッシュ
小学5年生・6年生
英検5級・4級受験を目指す！
ABCから学べる英語講座。　

入学前から差をつける！

中学準備講座
小学6年生

中学校満点デビューを目指す！
中学基礎学習の先取り講座。

小学生コース 中学生コース

学習塾アチーブメント 検索

 

Map 

Logo 

Tel 03-5256-8881 
 

HP : http://surala.jp 

at  
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２月～開講　オプション料金 6,300円
→3/31までは特別価格に！詳しくはお問い合わせ下さい。

新学習指導要領に準拠した最新の
eラーニング教材「すらら」での文法学習
に
外国人講師とのマンツーマン・
Skype 英会話授業（25分授業×8回）
をプラス！

英語オプション講座「おしゃべリンガ」開講 !!


