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【代表ご挨拶】
みやけんセミナー代表の三宅健吾（みやけけんご）
です。まずは当セミナーに興味・関心をお持ち頂きあ
りがとうございます。出身は京都市で大学卒業後京都
市内に本社のある個別指導塾で勤務し、2004 年に稚
内で塾を開業して、2021 年に 18 年目に入りました。
これまでに 1000 人近くの方を指導して参りました。
さて今回塾に通ってみようと思われたきっかけは
何でしょうか？「成績が下がってきた」「家では勉強
しない」「受験が近いから」「友達が通っているから」
などきっかけは様々かと思います。もしかすると子供さんよりも保護者の方の意向が強いか
もしれませんね。
私たちの最初の出会いは“面談”になります。面談で「今困っていること」「成績状況」
「希望進路」「家庭での学習状況」の詳細を把握します。その上でそれらの解決方法を提示
させて頂きます。“体験授業”を受けて頂き、当セミナーで頑張って行けるか否かの確認を
して頂きます。入会の強制は致しません。
通塾して頂く際に重要なことは“我々を信じて頂けるかどうか”です。お預かりした以上
全身全霊で指導に当たります。しかしながら通塾している時間は 1 週間のうちのわずか１
～２％です。
“通塾するだけでは成績は向上しない”と断言します。
「学校の授業に参加する」
「家庭学習を行う」この 2 点は成績向上に必要不可欠であり、これらができない＝我々が
信頼されていないと判断します。（家庭学習については取り組めるように個々人にアドバイ
スしツールを活用します）
またよくあるご要望で「やる気を出させて下さい」とよく言われます。仕向けることはで
きますが、不可能であることを最初に断言しておきます！やる気を出す唯一の方法は「点数
アップ」と考えています。そのためには上記の 2 点＋我々の授業に真剣に参加することが
必要です。点数がアップすることで、自分の努力が報われたと感じ、相乗効果でその他の科
目も頑張ろうと思えるのです。
長くなりましたが、通塾をしたからと言って短期間に一気に成績が上がることはありま
せん。我々は本気で自分を変えたい、頑張りたいと思う生徒、そしてそれを見守る保護者の
方からのお問い合わせ・ご相談をお待ちしています！
みやけんセミナー稚内教室 三宅 健吾
次ページ以降各学部の詳細のご案内を載せております。面談ご希望の際には教室が無人の
時間もございますので必ず代表直通携帯電話 090-2077-9455 またはホームページのお
問い合わせ欄よりお申し込みをお願いします。
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【指導の特徴】
小学校 5 年生から教科になっている「英語」の指導を行います。中学生の教科書の内容を
見ても、小学校で習う知識がなければ、中学生の英語の授業についていけない印象です。ま
たこれまでの「読む」
「書く」に加え「聞く」
「話す」技能が必要不可欠になります。当セミ
ナーでは「速読聴英語」を用いて 4 技能強化を行い、“英検”取得にも力を入れています。
【速読聴英語とは？】

言葉を話したり、書いたりするためには、たくさんの語彙を「読む」「聴く」というインプ
ットすることが必要不可欠です。母国語ではない英語はなお一層その練習が必要になります。
「速読聴英語」では英語を五感で慣れて頂くことを目的としています。（詳しいご案内は別
紙をご覧ください。）
【受講対象】小学５・6 年生
【入会前の体験授業について】
実際の授業と同じ 45 分×2 回の授業を無料で体験頂けます。また初回の授業から 2 週間
自宅でもトレーニング可能です。
【授業回数・料金】
コース名

月額料金（税込）

授業回数

A 速読聴英語コース

6,600 円

週 1 回 1 授業 45 分間

B プレ中学講座（※）

14,300 円

週 2 回 1 授業 60 分間

※プレ中学講座は小 6 の 9 月から開講。英語と算数（数学導入）の授業を実施します。
※入会金不要、必要に応じて教材費必要。速読聴英語は自宅でも受講できます！
【授業日時】平日の 18 時～19 時半の間で授業時間を設定します。
【受講特典】
小 6 の 12 月までに授業スタートし、2 月まで継続された場合、中学生指導コースの 3 月・
4 月分の授業料半額、中学生指導コースの入会金不要の特典があります。
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【指導の特徴】
① 英語・数学を中心に指導します！
特に英語は通常の授業に加え「速読聴英語」の授業を実施します。中 2・中 3 の方で英語
がわからなくなっている方には遡って学習を行います。自宅での受講も可能。（詳しいご案
内は別紙をご覧ください。）
② Zoom での授業も可能です！
通塾を原則といたしますが、zoom での授業も可能です。パンデミックの休校・学級閉鎖の
時の利用はもちろん、塾への送迎が難しいときなどにも利用いただけます。
③ 「みんがく」を利用して家庭学習をサポートします！
「みんがく」はご家庭で利用可能なオンライン学習室です。原則 18 時～22 時半（土日は
22 時）の時間利用できます。（別紙リーフレットを参照ください）
④ LINE による質問受付
当セミナーのスタッフと生徒様で LINE のグループルームを作成します。わからない問題を
アップして頂ければ質問にお答えします。
【体験授業について】
60 分×４回

6,600 円

※数学または英語から選択頂きます。受講はおひとり様 1 回限りです。
【入会金】13,200 円《1 家庭 1 回限り》
【指導コース・料金】
① 個別指導 2 教科コース（英語・数学授業）
【月額授業料】
入会時期/1 指導時間

中２の 3/15 までに入会

中２の 3/16 以降の入会

90 分間

20,900 円

25,300 円

60 分間

16,500 円

21,000 円

【教室運営費】上記に加え＋3,300 円（月額）【テキスト代】年間 5,500 円
② 個別指導１教科コース（英語・数学いずれか 1 教科 1 授業 60 分間）
【月額授業料】
中２の 3/15 までに入会

中２の 3/16 以降の入会

12,100 円

16,500 円

【教室運営費】上記に加え＋2,200 円（月額）【テキスト代】年間 3,300 円
※「数学」の授業は原則 zoom で実施します。「数学」のみの受講の際も「速読聴英語」
の授業は受講できます。
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【授業について】
・年間 42 回の英語・数学（②コースはいずれか 1 教科）の個別指導（先生 1 人が
１～３人指導）の授業及び「速読聴英語」（1 授業 60 分間）を実施。
・両コースとも定期テスト 3 日前は教室または zoom 来放題で勉強できます。
・①コースは国語、理科、社会の随時質問対応、教材の販売あり。
・講習会必修受講。年３回の学期末面談実施の他、LINE などでの相談随時受付。
★高校生コースへ継続して通われる方はお得な受講料で受講できます！！
【授業についての注意事項】
★生徒様に落ち度（※）がなく、当セミナーの授業が定期テスト範囲から大きく遅れて
いる場合は補習（無料）を実施します。
★生徒様に落ち度（※）がなく、定期テストの結果が前回のテストの結果より大幅に下
がった場合、次のテストまでの期間通常の授業に加え「無料補習」を実施します
（※）落ち度の代表的な例
①出席状況が思わしくない。②塾の授業への参加意欲が感じられない。③宿題忘れが多い。
④家庭で明らかに学習していない。
☆①のコースでいずれも「受講科目」に限ります。60 分コースの方は 90 分コースに変
更頂いた上で対応致します。
★北海道学力コンクールについて
当セミナーでは全道の多くの学習塾で実施されている「北海道学力コンクール」（略称：道
コン）を塾生の方には必修で受験頂いております。また座席がある限り道コンのみの受験も
可能です。
【2021 年度の実施予定】
実施時間帯は基本全学年 12 時開始、中 1 中 2 は 16 時、中 3 は 16 時 25 分終了
第1回

第2回

中１・中２

4/2

8/10

中３

4/3

8/11

第3回

第４回

第５回

第６回

1/10
10/23

11/20

1/11

1/29

※中 1・中 2 は受験人数により日程が中 3 と同一になる場合があります。
※受験料は各期間の講習会料金に含むものとします。
（中 3 生の第 3・４・６回は別途下記
塾生料金を徴収いたします。）
塾生料金

塾外生料金

4,400 円

5,500 円
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【指導の特徴】
① 大学入試の要になる「英語」。入試で求められる４技能の訓練に「速読聴英語」を活用致
します。（各学年英語受講者対象 1 授業 60 分間。自宅での受講も可能）
② 「受験コンパス」で学習計画を立案して、
「学びエイド」で授業を進めて行きます。普段
の学校の授業から大学入試まで対応します。
③ 高校 1 年生は学校の数学・英語の基本事項の習得。高校 2 年生以降志望進路実現へ向け
た対策を行います。
【高等部の体験授業について】
「学びエイド」の会員登録を行うと 1 日 3 講義まで無料で授業を視聴することができま
すので、下記アドレスより会員登録の上授業の視聴をお願いします。

https://www.manabi-aid.jp/
当セミナーに入会後、授業が全て見放題になります。
【入会金】13,200 円《1 家庭 1 回限り》
【月額授業料】
①高校 1 年生
受講教科数

月額授業料

1 教科（英語または数学）

12,100 円

2 教科（英語・数学）

17,600 円

【教室運営費】上記に加え＋2,200 円（月額）〈個別授業「英語」利用者〉
【テキスト代】別途協議の上、必要な教材を実費で購入頂きます。
※1 授業は 60 分間です。年間 42 回です。なお数学の授業は全て zoom で実施します。
②高校２・３年生
基本料金（「学びエイド」のみ）

16,500 円

数学・英語いずれかの個別授業

上記基本料金に＋6,600 円

数学・英語２教科の個別授業

上記基本料金に＋12,100 円

【教室運営費】上記に加え＋2,200 円（月額）〈個別授業「英語」利用者〉
【テキスト代】別途協議の上、必要な教材を実費で購入頂きます。
※1 授業は 60 分間です。年間 42 回です。なお数学の授業は全て zoom で実施します。
★中学から継続の方、また高校受験（中 3 の 1 月）まで在籍していた方、（元）塾生の兄
弟は料金表よりお得な受講料金で受講できますのでお問い合わせください。
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〔全学年共通事項〕
★授業の日程は月毎に教室より提示します。その上で都合がつかない日は変更可能です。ま
た他の習い事の兼ね合いなどで都合の悪い曜日がありましたら事前にお知らせください。
★原則教室で授業を行います。また zoom への授業変更も承ります。なおパンデミック発
生時は zoom での授業とさせて頂く場合がございます。
★成績資料（通知表・定期テストの問題解答用紙・学校の面談資料）は全て提出して頂きま
す。ご理解とご協力をお願いします。
★中高生の方は長期休暇期間中「講習会」を実施します。講習会期間中は通常の授業を実施
しないため必修で受講頂きます。
【授業料のお支払方法】
・原則毎月末日（末日が土日祝の場合はその前日）にご登録頂くゆうちょ銀行の口座より、
翌月分授業料を自動振替にて徴収いたします。またゆうちょ銀行の口座をお持ちでない方は
月謝袋にての持参も可能です。（月末最終授業日が納入期限です）
・受講科目を減らすあるいは退会される場合は、必ず１５日までにその旨をお申し出くださ
い。退会の場合、１５日を過ぎますと翌月末退会あるいは約款に定める手数料をお支払い頂
いた上での退会となります。詳細は入会申込書に付随の“約款”に示してあります。
【欠席・遅刻時の連絡について】
（小中学生）
・必ず保護者様より連絡をお願いしたします。連絡につきましては代表三宅の携帯電話（下
記に掲載しております）に連絡・ショートメールを頂きますようよろしくお願いします。無
断欠席の場合は「振替授業」を実施致しませんのであらかじめご了承ください。
（高校生）
・LINE のグループに必ず連絡をお願いします。無断欠席の場合は「振替授業」を実施致し
ません。
【LINE 登録のお願い】
塾からの連絡事項を LINE で行っております。入会時には登録をお願いします。

小学生・中学生・高校生 全科目対応

代表

三宅

健吾（みやけ

稚内教室
〒097-0004 稚内市緑１丁目 10-24
※固定電話は設置していません

★最新情報は「みやけんセミナー」で検索
ＵＲＬ http://www.miyaken-semi.info
お問い合わせは 090-2077-9455
e-mail→miyakensemi@gmail.com

けんご）

・

千歳教室
〒066-0027 千歳市末広７丁目 5-5
tel＆fax 0123-31-2030
・
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