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『大きな夢と高い目標を持ち、努力を継続する
未来のリーダーを育てる』

Message

今日、世界は経済、技術、その他多くの分野で国際競争の時代を迎えております。

このような状況の中で、四谷大塚は、日本全国の小学生の学力を飛躍的に向上さ

せ、次代のリーダーを育成するべく、新しい教育サービス「四谷大塚NET」を２００８年

よりスタートいたしました。私たちエイシンゼミナールは、この大きな目標・教育方針に

賛同し、「四谷大塚NET」スタートと同時に加盟いたしました。

ここ数年、大学入試改革の影響もあり、難関中学校や中高一貫校などの受験率が

首都圏を中心に上昇しています。「面倒見が良く、環境の整った学校に通わせたい」

「高校受験に振り回されず、大学受験に有利なカリキュラムで臨みたい」など、大学入

試改革に振り回されない選択肢がクローズアップされているのも理由の一つです。

中学受験は首都圏にとどまらず、大阪・京都・兵庫・奈良などの近畿圏でも盛んです。

首都圏や近畿圏では、受験のゴールは大学受験であるという意識づけがなされてい

るため、、早い段階から目標に向かって勉強している児童が多く見られます。

新潟県の大学進学率は２０年前に比べて確実に向上しました。しかし、国公立大学

や難関私立・有名私立大学への進学率は、全国レベルに達しておらず、大きな地域

格差が存在しています。国公立大学や難関・有名私立大学入試における競争はます

ます激化傾向にあり、その合格者は首都圏・近畿圏が多数を占めています。

私たち、エイシンゼミナールは、小中高連携指導の下、全国レベルの児童・生徒を育

て、新潟から国際社会・地域社会に貢献する人材を育成することが大きな使命である

と考え、日々取り組んでまいります。



四谷大塚NET加盟塾エイシンゼミナール長岡駅東校

授 業

完全予習型の授業

自ら求め、自ら考える習慣をつける

基本概念の理解を積み重ねること

四谷大塚NETの授業は小学校で習っている内容よ
りもかなり先の内容を学習する完全予習型の授業で
す。５年生までで、６年生に習う内容をすべて終了し、
６年生では、演習をしながら、全体の復習をしていき
ます。また、小学校では学習しない内容（中学校の学
習内容）についても積極的に取り上げるとともに、継
続的に思考力を鍛えるなど、高いレベルの授業を行
います。

四谷大塚NETでは、子どもたち一人一人が自ら考える
習慣を身につけ、自力で問題を解くことができるということ
に重点を置いています。
そのため授業は、解答・解説に長い時間をかける「後説明
型」ではなく、「前説明型」で展開します。説明終了後、問
題演習を行い、子どもたちが問題を解いている間、講師は
机間巡視で、一人一人の解答を確認し、必要に応じて個
別アドバイスを行います。

四谷大塚NETでは「基本概念の理解」を大切にして
います。基本概念というものは、新たな思考を生む発
射台のようなものです。基本概念をきちんと積み重ね
ていると、あるとき、急に目の前が開ける時がやって
きます。理解力が高まり、悩んでいた問題がスッと頭
に入ってくる、この瞬間が大切なのです。

オリジナルな発想は基本概念を確実にマスターした
人だけの特権なのです。授業では、受験テクニックよ
りも、まず正しい考え方を身につけることから指導し
ていきます。



四谷大塚NET加盟塾エイシンゼミナール長岡駅東校

テ キ トス

首都圏の受験生のおよそ２人に１人が学習する
ベストセラー。四谷大塚の「予習シリーズ」を使用。

独自の工夫がいっぱいの教材

算数は、掲載しているすべての問題に「詳
細な解説」を載せてあります。考え方や解き
方につまずいたときにも、解説を読んで、しっ
かりと理解することができます。国語では、最
近の入試問題によく見られる「記述式」問題へ
の対応を小学４年生の段階からしっかりと行います。理科・社会では、カラー
写真やカラー図鑑が豊富に並んでいます。イラストは一点一点描き起こしたオ
リジナル。「これはなんだろう？」と思わず興味をそそられるはずです。

一週間単位のカリキュラムで集中して学べる

「予習シリーズ」の学習範囲は、一週間単位で一区切りとなっています。そのため、今週自分がどこま
で学べばいいのかがハッキリとわかり、目標も立てやすくなります。また、一週間で学び切る学習サイ
クルが身につきます。

繰り返し学ぶことで知識がしっかり身につく

「予習シリーズ」のカリキュラムは５週に一度「総合」の回が設けられ、それまでに学んだ前４週分の復
習をします。学習内容を繰り返すことで、知識を確実に定着させます。

子どもたちの学力を本当に高める、らせん型カリキュラム

一つの分野を段階的に学習することにより、学習内容を振り返りながら、基本
の理解と定着を図り応用力を身につけます。算数であれば、４年生のときにある
問題を解くひとつの方法を学んだとします。すると「予習シリーズ」では、５年生に
なって同様の問題を「別の方法で解く」ことを学びます。子どもたちは「アレ、これ
は前に習ったぞ」と思い出すと同時に、答えを見つける方法はひとつでないことを
知り、以前習った内容をもっと理解できるようになるわけです。このように算・国・
理・社のすべての分野でらせん型にカリキュラムが組まれ、それに沿った学習を
繰り返し続けることで、問題を解くための「自ら考える」を自然と身につけることが
できるのです。

※４年生・５年生のテキストとして使用します。



３年生のテキストは『ジュニア予習シリーズ』を使用し、高学
年の学習の準備となる基礎事項を、しっかり身につけます。
１ヶ月一冊、算数と国語が合冊になっています。
また、付属のホームワークは１日１ページ、日付も記載されて
いるので、習った内容を定着させられることはもちろん、家庭
学習の習慣化にも役立ちます。

３年生テキスト

６年生テキスト

６年生のテキストは入試対策の決定版『四科
のまとめ』を使用し、おさえておきたい最重要
事項をまとめていきます。（２月～７月の前期
に使用）
また、９月からは附属長岡中の過去問を使用
した演習を行うなど、より実践的な対策に入り
ます。

その他副教材

予習シリーズ 計算

予習シリーズ 漢字とことば

計算と基本的な一行問題を繰り返し
学習する教材です。

毎日の学習の積み重ねによって、国
語力の基礎となる漢字とことばの知識
を身につけていきます。

＊教材購入につきましては入塾時にご相談ください。

予習シリーズ 基本問題集

予習シリーズの例題や基礎事項の理解に重点をお
いた教材です。演習問題を中心に分かりやすい解説
を加えた構成で、予習シリーズの内容をより基礎か
ら理解することができます。

予習シリーズ 演習問題集

基礎から応用まで幅広く問題を掲載。全てのレベル
に対応しています。



四谷大塚NET加盟塾エイシンゼミナール長岡駅東校

授 業 ク ラ ス ＊２０２０年度前期



四谷大塚NET加盟塾エイシンゼミナール長岡駅東校

入 塾 に つ い て

① 入塾申込書
② テキスト申込書
③ 預金口座振替依頼書 ※口座振替を希望される場合

① 口座振替（北越銀行のみ）
学費は２ヶ月単位で、弊塾指定金融機関（北越銀行のみ）の口座振替にて申し
受けます。ご入学時に「預金口座振替依頼書」をご記入の上、ご提出ください。

② 校舎への現金でのご納入
口座振替同様、学費は２ヶ月単位でご納入いただきます。

■講習会について
・春期、夏期、冬期の講習会は原則全員参加となります。
・講習会時期は特別日程となります。日程、時間割、講習受講料などにつきまして
は講習会前にお知らせいたします。

■保護者面談について
・保護者面談は３・４・５年生が５月、７月、１０月、１２月の年４回、６年生が５月、７
月、１０月の年３回実施し、塾・ご家庭での状況を共有いたします。

■テストについて
・６月、１１月実施の全国統一小学生テストは必須受験です。
・その他公開テストも希望制で受験が可能です。

１ お申し込み時提出書類

２ 学費のご納入方法

３ 年間スケジュール



※正会員での入塾をご希望の場合には、別途月会費1,000円（税別）をいただきます。
※正会員と週テスト会員の違いは四谷大塚NET長岡駅東校で授業を受けているか
いないかの違いです。

※実施テストの内容、日程、受験料など詳しくは校舎までお問い合わせください。

募集学年 募集会員

小学３年生 準塾会員

小学４年生 準塾会員・正会員・週テスト会員

小学５年生 準塾会員・正会員・週テスト会員

小学６年生 準塾会員・正会員・週テスト会員

① 募集学年・募集会員

② 会員の定義

会員 準塾会員 正会員 週テスト会員

授業 クラス授業を受講 クラス授業を受講 なし

テ
ス
ト

週テスト なし 必須 必須

公開組分け
テスト

希望制 必須 必須

全国統一
小学生テスト

必須 必須 必須

合不合判定
テスト（６年生）

希望制 必須 必須

その他の
公開テスト

希望制 希望制 希望制

５ 諸注意

① 退塾手続き
毎月１５日まで退塾手続きを行うと、当月月末で退塾となります。１６日以降の退
塾手続きは翌月末で退塾となりますので、ご注意ください。

② ご遅刻、ご欠席について
授業をご遅刻、ご欠席された場合、ご遅刻、ご欠席分の振替授業は行いません。
また、それらの分の返金は致しかねますので、ご了承ください。
テストをご遅刻、ご欠席された場合、ご遅刻、ご欠席分の振替テストは行いませ
ん。また、それらの分の返金は致しかねますので、ご了承ください。

４ 募集学年・募集会員



　　　　　■２０２０年度　四谷大塚NET　加盟塾エイシンゼミナール長岡駅東校　学費案内■

入会金 0円

諸経費（月会費）　＊税抜 2,000円

塾保険　＊年度分 500円

受講科目 授業料／月（税別） 料金(税別）

算国２科目 12,000円 2,000円

＊算国１科目当たりの料金 6,000円 1,200円

理社２科目（通常授業料） 7,000円 2,000円

＊理社１科目当たりの料金 3,500円 1,800円

理社２科目（４科目セット受講料金） 4,000円 2,000円

1,200円

受講例 受講科目 授業料／月（税別） 2,000円

４科目（算国理社）コース 16,000円 1,200円

３科目（算国＋理or社）コース 15,500円 13,400円

２科目（算国）コース 12,000円

受講科目 授業料／月（税別） 料金(税別）

算国２科目 12,000円 2,000円

＊算国どちらか１科目の場合 6,000円 1,200円

理社２科目（通常授業料） 7,000円 1,600円

＊理社１科目当たりの料金 3,500円 2,000円

理社２科目（４科目セット受講料金） 4,000円 1,800円

1,600円

受講例 受講科目 授業料／月（税別） 2,000円

４科目（算国理社）コース 16,000円 1,200円

３科目（算国＋理or社）コース 15,500円 2,000円

２科目（算国）コース 12,000円 1,200円

16,600円

※５　ご欠席分のご返金や授業料の日割り計算・ご返金は致しかねますので、ご了承ください。

＊四科のまとめは授業テキストになりますので、

６年生
６年生テキスト　前期　

四科のまとめ　算数

予習シリーズ6年　計算上

四科のまとめ　国語

予習シリーズ6年　漢字とことば上

四科のまとめ　理科

シリーズ６年基本問題集　理科上

四科のまとめ　社会

シリーズ6年基本問題集　社会上

教材費合計

５年生
５年生テキスト　前期　

予習シリーズ5年　算数上

予習シリーズ５年　計算上

シリーズ５年基本問題集　算数上

※２　上記一覧表は春期・夏期・冬期講習受講料を除きます。講習受講料につきましては、改めてご案内致します。

※３　必須テストの単品販売はございません。　

※４　受講料につきましては、現金または銀行振替にてご納入ください。

予習シリーズ5年　社会上

　必ず購入してください。

予習シリーズ５年　国語上

予習シリーズ５年　漢字とことば上

シリーズ５年基本問題集　国語上

予習シリーズ5年　理科上

シリーズ５年基本問題集　理科上

シリーズ５年基本問題集　社会上

教材費（必須パック）合計

＊科目名のついた予習シリーズが授業テキストに

　なりますので必ず購入してください。

※１　通塾時や塾内での事故に備え、塾保険に加盟しております。保険料として500円(年度分)を申し受けます。

加盟塾エイシンゼミナール

長岡駅東校



受講科目 授業料／月（税別） 料金(税別）

算国２科目 9,000円 1,800円

＊算国１科目当たりの料金 4,500円 800円

1,200円

1,800円

1,800円

1,200円

8,600円

受講科目 授業料／月（税別） 料金(税別）

算国２科目 5,500円 1,200円

＊３年生は算国２科目セットでの申し込みとなります。 ＊教材は算国セットです。

＊教材は月刊誌となります。新刊購入ごとに

　請求いたします。

公開テスト料金一覧

テスト名 受験料（税別）

月例テスト（４・５・６年） 4,000円

月例テスト（３年） 3,000円

公開組分けテスト 4,000円

合不合判定テスト 4,800円

志望校判定テスト 4,800円

学校別判定テスト 4,800円

公立中高一貫校実力判定テスト 4,800円

学力判定テスト 3,500円

※５　ご欠席分のご返金や授業料の日割り計算・ご返金は致しかねますので、ご了承ください。

４年生
４年生テキスト　前期　

予習シリーズ4年　算数上

予習シリーズ４年　計算上

シリーズ4年基本問題集　算数上

予習シリーズ4年　国語上

予習シリーズ4年　漢字とことば上

シリーズ4年基本問題集　国語上

教材費（必須パック）合計

＊科目名のついた予習シリーズが授業テキストに

　なりますので必ず購入してください。

※１　通塾時や塾内での事故に備え、塾保険に加盟しております。保険料として500円(年度分)を申し受けます。

※２　上記一覧表は春期・夏期・冬期講習受講料を除きます。講習受講料につきましては、改めてご案内致します。

※３　必須テストの単品販売はございません。　

※４　受講料につきましては、現金または銀行振替にてご納入ください。

3年生
３年生テキスト　前期　

ジュニア予習シリーズ3年生算国



小中高連携指導で、生徒の学力を飛躍的に伸ばす

小学生

大学生

中学生

高校生
＊年少より通塾可能

大きな夢と高い目標を持ち、
努力を継続する未来のリーダーを育てる

教 育 理 念

長岡駅東校
長岡駅前校

柏崎東本町校
高田駅前校

長岡駅東校
長岡駅前校
柏崎本校

高田駅前校

加盟塾エイシンゼミナール

長岡駅東校
柏崎本校

長岡駅東教室


