
東久留米学習塾  

プレゼンス 

しっかり勉強したい。でも、 

“大手進学塾は合わない” 

“オンラインはピンとこない” 

“アプリでは物足りない” 

という生徒さん、プレゼンスの 

きめ細かな対面授業で、手応え 

のある夏を経験してください。 

小学部『夏の特別講習』 
一人一人の生徒に合わせた個別メニュー

を 1:1～2 で塾長がじっくり指導。人数限

定のとてもお得な講習です。お早めに！ 

中学部『夏期講習』 
全学年、少人数クラスの授業です。専門

のベテラン講師が期待にお応えします。 

中１、中２クラスは、負担の少ないお手頃な

コースです。夜の授業なので「部活と両

立をしたい。」「勉強の方法を見つけたい

(見直したい)。」という生徒さんは是非。

通塾経験のない生徒でも安心して受講で

きます。 

中３クラスは、５教科から自由に選べます。

英数は習熟度別クラスです。専門講師が

入試に向けての展望を持てる授業をしま

す。都立推薦入試の対応もします。(別途) 

対応力 UP！『個別指導』 

小学から高校まで専門講師が寄り添うよ

うにサポートします。短期集中にも対応。 

好評『小学基礎英語』 
英語学習の基礎を作る本格的な学習を完

全個別授業で進めます。中高で得意教科

にするために是非。もうすぐ定員です。 

☆当塾の小学部、中学部の魅力をホーム

ページでわかりやすくご紹介しています。 

無料体験授業受付中！ 
通常授業の体験授業を随時受付けしてお

ります。お気軽にお問合せください。 
※夏休み中の中３の通常授業はありません。 

『高校受験無料公開セミナー』 
高校入試の基本事項から耳より情報まで、

有益な情報を分かりやすくお伝えします。

都立推薦入試のこともしっかり分かりま

す。他塾を利用されているご家庭もご参

加ください。7/11 実施予定です。 

※当塾ホームページでご案内します。 

あくまで生徒本位！ 

プレゼンスは生徒 

や家庭の味方です！ 

対面だからできること、あります。 

モットーは 

“本質に見を向けること” 

“コミュニケーションの充実” 

“誠実な対応” です。 

☆当塾は万全な新型コロナウイルス対策

を行っています。 
 

ホームページで詳しくご案内して 

います。「お問合せフォーム」または 

お電話でお気軽にお問合せください。  

数台分の駐車スペースが

あるので送迎も安心です。 

※入口は建物右奥です。 
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小学部『夏の特別講習』のお知らせ 
プレゼンスの小学部は生徒一人一人に合った、きめ細かな学習指導を 

しています。通塾経験のない生徒さんでも安心してご利用いただけます。 

プレゼンスの夏の特別講習 
◎一人一人が個別の学習メニューを進めます。授業の方針や具体的な指導内容、宿題の出し方まで

事前に保護者の方と相談して講習に入ります。復習、予習の割合も柔軟に対応します。 

◎算数は、「割合と図形の復習をさせたい」「文章問題を解かせたい」「基本の計算をできるようにし

たい」など、事前の面談で伺った保護者の方のご要望に沿った学習メニューを作ります。 

◎国語は、「読解問題が苦手」「作文ができない」「文を正しく組み立てられない」など、それぞれの

課題に合わせたテキストも用意しています。作文力をつけていく足掛かりとしておすすめです。 

◎塾長が一人一人の生徒の学習状況を管理して直接指導をします。講習後は受講状況や学習状況等

を細かくご報告し、２学期以降の学習についてのアドバイス等もさせていただきます。 

◎基本は塾長による１対１～２の個別授業です。(生徒数が３名以上になる時間枠は他の講師が補助

として入ります)              

◎振り替えができるので安心して夏休みの予定を組めます。 

《対象》小学１年生～６年生 

《形式》６０分の個別指導（１対１～２）※３人以上の場合は補助の講師が入ります。 

《教科》国語のみ、算数のみ、国語＋算数から選択 

《回数》５回コース、または８回コースを選択 

《期間》7/26, 27, 29, 30   8/2, 3, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 

《時間》9:20～10:20/10:30～11:30/1１:40～1２:40 から選択 
        受講日ごとに時間帯を選択できます。 

《日程》受講回数(５回または８回)だけ希望の日時を選択していただきます。 

   ◎お申し込み順に受講の日程を組んでいきますのでお早めにご相談ください。 

    ◎都合で受講できない回があっても事前にご連絡いただいた場合は、振り替えを致します。 

    ◎都合で回数分だけ授業日程をとれない場合は別の時間枠で対応します。ご相談ください。 

《費用》 
 

 

 

《特典》９月継続入会で、講習料無料と入会費(10,000 円)免除となります。 
     ※上記の特典は、当塾の講習の受講が初回となる外部生のみ適用させていただきます。 

【講習受講の流れ】 

① お問い合わせ（お申し込み） 

② 面談またはお電話での学習内容や受講日程のご相談 

③ 授業（講習期間中に５回または８回を受講） 

④ 面談での学習指導のご報告 

※継続入会をご検討いただける場合は入会のご案内も致します。 

◎「夏の特別講習」についてはホームページでも７月からご案内します。 

◎講習や入会等についての詳細は、ホームページのお問い合わせフォーム 

またはお電話でお気軽に問い合わせください。 

☆当塾では徹底した新型コロナウイルス対策をしています。 

☆小学部のいろいろな魅力をホームページで分かりやすくご紹介しています。 
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科 目 選 択 ５回コース ８回コース 

算数 ＋ 国語 8,000 円 11,000 円 

算数のみ / 国語のみ 7,000 円 10,000 円 
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 『中１、２ 夏期講習』のお知らせ  

プレゼンスの中学部は生徒一人一人に向き合い、安心から自信につなげ

る指導を行っています。通塾経験のない生徒さんにもおすすめです。受験、

入試に自然に向き合えるようなサポートをしています。 

プレゼンスの中１、中２夏期講習 

◎塾での学習に慣れていない生徒でも、リラックスして学習に集中できるアットホームな

教室です。 

◎夜の授業なので部活と両立させて有効な学習ができます。 

◎英語と数学の２教科集中講座です。１教科の受講もできます。 

◎２教科ともに塾長が担当します。少人数なので個々の生徒の状況を見ながら指導内容を

対応させていきます。復習と予習のバランスも受講生の状況に合わせて授業を進めます。 

◎今こそ必要な“本質の理解”を大切にして、実践につなげる授業を行います。教科

書改訂による学習内容の難化と増加が著しい英語において、学校の授業は“進むこと優先”にな

っています。「あっ、それ、なんかやった、いちおう。」で終わらせないことが重要です。また、 

 さらに理解を深めたい、もっと確実な力をつけたいという生徒にも有効な授業です。 

◎今後の学習に展望を持てるように、単元の繋がりや重要性なども確認しながら進めます。 

◎まだ学習習慣がない生徒や苦手意識のある生徒には、“学習の手応え”を実感してもらうこ

とを大切にします。それぞれの生徒が自信を持って２学期を迎えられるようにします。 

《対象》 中学1 年生、２年生 

《形式》 少人数クラス(学年別)〔２人～８人程度〕（一部個別の対応も含みます） 

《教科》 英語、数学〔１教科の選択もできます〕 

《回数》 各8回 

《日程》 １年 7/23、7/26、8/1、8/6、8/9、8/17、8/20、8/23 

     ２年 7/25、7/30、8/2、8/8、8/12、8/18、8/22、8/24 

《時間》 英語 19:20 ～ 20:2０ / 数学 20:30 ～ 21:30 

《費用》 

    
   

《特典》◎早期申し込み(～7/12)で講習料３割引となります。 

    ◎９月継続入会で講習料５割引、入会費(10,000円)免除となります。 
     ※以上の特典は、当塾の講習の受講が初回となる外部生にのみ適用させていただきます。 

〇 「夏期講習」についてはホームページでも７月からご案内いたします。 

〇 講習や入会等についての詳細は、ホームページのお問い合わせフォーム 

またはお電話でお気軽に問い合わせください。 

    ※定員になった時点で受付を締め切らせていただきます。ご了承ください。 

☆当塾では徹底した新型コロナウイルス対策をしています。 

☆中学部のいろいろな魅力をホームページで分かりやすくご紹介しています。 
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受 講 教 科 英語のみ、数学のみ 英語 ＋ 数学 

教材費込み 11,000円 18,０00円 
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 中 ３『夏期講習』のお知らせ  
プレゼンスの中学部は生徒一人一人に向き合い、安心から自信につなげる 

指導を行っています。受験にじっくりと向き合えるように、そして安心と納

得をもって入試に臨めるように生徒とご家庭をサポートしています。 

プレゼンスの中３夏期講習 
◎塾での学習に慣れていない生徒でも、リラックスして学習に集中できるアットホームな教室です。 

◎各教科、専門のベテラン講師が担当します。少人数なので一人一人の状況を判断して個々への対応も

していきます。５教科の内で自由に受講を選択できるのも魅力です。 

◎都立入試対策を念頭に定期試験の準備と実力錬成をバランスよく進めます。 

◎生徒と保護者の方に受験に向けてのポイントなどもアドバイスします。 

《対象》中学３年生 

《形式》少人数クラス〔３人～８人程度〕（一部個別の対応も含みます） 
    ※数学と英語は習熟度別２クラスとなります。 

《教科》数学、英語、国語、社会、理科〔教科ごとに自由に選択できます〕 
    ※講習前に「実力確認テスト(５科)」を受けて講習内でその解説を受けます。  

《授業時間、回数》 

英 語、数学 各 1２0 分×１１回 国 語、理科、社会 各 1２0 分×７回 
   ※一部、授業時間や回数を変更して調整する教科もありますが、トータルの時間数の変更はありません。 

《日程》7/21～8/26 の期間中で日程を組みます。 
    日程の詳細は 7/7 頃までにホームページでご案内する予定です。 

《費用》（教科の選択ごとに料金を設定しています。） 

受 講 科 目 金 額 

英語・数学の２教科   ＋ 国語・社会・理科の３教科 91,000 円 

英語・数学の２教科   ＋ 国語・社会・理科の内の２教科 79,000 円 

英語・数学の２教科   ＋ 国語・社会・理科の内の１教科 66,500 円 

英語・数学の２教科   49,500 円 

英語・数学の内の１教科 ＋ 国語・社会・理科の３教科 73,000 円 

英語・数学の内の１教科 ＋ 国語・社会・理科の内の２教科 60,000 円 

英語・数学の内の１教科 ＋ 国語・社会・理科の内の１教科 46,000 円 

英語・数学の内の１教科   31,500 円 

              国語・社会・理科の３教科 54,000 円 

               国語・社会・理科の内の２教科 38,500 円 

               国語・社会・理科の内の１教科 22,000 円 

《特典》 ◎早期申し込み(～7/12)で講習費が 3 割引となります！ 

         ◎面接の練習(１回)を無料で受けられます。 

     ◎９月から継続入会の場合は、入会費(10,000 円)が無料です！ 

     ◎面談形式で入試に向けての取り組み(準備)を手厚くサポートします。 

○講習や入会等についての詳細は、ホームページのお問い合わせフォームまたは 

お電話でお気軽に問い合わせください。 
  ※ホームページで 7/1 頃から講習のご案内をいたします。日程の詳細は 7/7 頃までに掲載する予定です。 

   ☆当塾では徹底した新型コロナウイルス対策をしています。 

☆中学部のいろいろな魅力をホームページで分かりやすくご紹介しています。 

東久留米学習塾プレゼンス http://presence-juku.com 

042-477-2381      2021・7 



中３ 夏期講習 日程表 〔令和３年〕 

 

７月 9:30～ 11:30 13:00～ 15:00 15:30～ 17:30 19:00～ 21:00 

21（水） 英語Ａ 英語Ｓ   
22（木）     
23（金） 数学Ａ 英語Ｓ  数学Ｓ 
24（土） 英語Ａ   数学Ａ 
25（日）    数学Ａ 
26（月）  英語Ｓ 数学Ｓ  
27（火）     
28（水）  数学Ｓ 理 科  
29（木）  英語Ｓ  国 語 
30（金）     
31（土）  英語Ａ  数学Ａ 

８月 9:30～ 11:30 13:00～ 15:00 15:30～ 17:30 19:00～ 21:00 

1（日） 数学Ａ 国 語   
2（月）  数学Ｓ 

英語Ａ 

  

3（火）  英語Ｓ   
4（水）  数学Ｓ 

英語Ａ 

理 科 国 語 

5（木）    国 語 
6（金）  英語Ｓ  数学Ｓ 
7（土）  英語Ａ  数学Ａ 
8（日） 理 科 数学Ａ   
9（月）  数学Ａ 

数学Ｓ 

  



◎社会は以下の日程で行います。 

7/25（日）  11:00 ～ 13:00 

8/ 1（日）  16:00 ～ 19:00 

8/ 8（日） 16:00 ～ 19:00 

8/15（日） 16:00 ～ 19:00 

8/22（日） 16:00 ～ 19:00 

※社会の授業は間に小休憩を設けます。 

☆受講者は実力確認テストを 7/19に受けてください。 

 (9:00～12:00 13:00～15:00) 

★不明な点は、教室に直接お問い合わせください。 

           東久留米学習塾プレゼンス 

10（火）  英語Ｓ   
11（水）  数学Ｓ 

英語Ａ 
理 科 国 語 

12（木） 英語Ｓ 国 語   
13（金）     
14（土）     
15（日）     
16（月）  国 語   
17（火）     
18（水）  理 科 数学Ｓ 

英語Ａ 

 

19（木）  英語Ｓ  理 科 
20（金）  英語Ａ  数学Ｓ 
21（土）  英語Ｓ  数学Ａ 
22（日）  数学Ａ   
23（月）  英語Ａ 数学Ｓ  
24（火）  英語Ｓ  数学Ａ 
25（水） 英語Ａ 理 科   
26（木）     


