
完

個
別

全

指 導

小 中 高小 中 高

家庭教師で47年
個別教室で 10年目の実績

宮崎市内に6教室 都城市に1教室

学生家庭教師会  宮崎
別個

導指

https://www.g-katekyo.com

宮崎市北高松町1-22１F TEL : 0985-34-9100

こんな悩みは

うちの子はどうして勉強ができないの？
どうして点数が上がらないの？

高校入試

入塾テストなし！ 全ての生徒さんを受け入れてこの結果です！

弱点の分析で
やるべきことがわかる！

冬の無料体験
実施中！

宮崎市宮脇町95-3 
宮脇町バス停目の前宮崎駅東教室
（日向学院と宮崎学園の間くらいです）

宮崎市大字島之内6730-3
住吉教室

（宮崎日大の近く国道沿いです）
ポパイラーメンさんの目の前

宮崎市和知川原3-98
霧島教室

（宮大附属から西へ300mです）
車楽屋輪店さんの目の前

宮崎市南花ヶ島315-5
大宮教室 大宮小学校正門前の

一方通行通り沿い

宮崎市大字恒久1204-2
赤江教室

（宮崎農業高校の真横です）
スシロー赤江店さんの目の前

都城市東町9-23
都城中央教室

（警察署から西駅に向かう通り沿いです）
ワダハウジングさんの斜め前

（高校生は22：00過ぎも対応！）

※ この時間以外にも、学校のテスト期間や部活のご都合に応じて、早めの開始・遅い時間
　 までの対応も可能です。

教室の指導時間帯／17：00 〜 22：00

受付時間／13：00 〜 21：00（ 月〜土 ）

＜運営＞株式会社ライフブリッヂ
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宮崎市北高松町1-22  1F

教室正面に２台停められます。
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小戸小学校
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ロマン土地センターさん

ファミーユさん

※ 高松教室は高校生のみ対象 96 ％.3
昨季Ｈ31年度 大学・高校・中学
第一志望合格率

高校受験合格率９８．３％！！
県立高校推薦合格多数！  私立高校特待合格多数！

中学受験・大学受験の合格実績は裏面のQRからご覧ください！

対
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象 ~

１対２ですが、指導内容はひとり
ひとり異なり別々に指導します。

つきっきり

違います！！
と はかる！わ ける！解

県央地区 / 宮崎大宮高校・宮崎西高校・宮崎北高校・宮崎南高校・宮崎商業高校
　　　　　宮崎工業高校・宮崎農業・佐土原高校・妻高校高鍋高校・高鍋農業高校
県北地区 / 延岡高校・延岡星雲高校・延岡商業高校・延岡工業高校・日向高校高校
　　　　　日向工業高校・富島高校
県南地区 / 日南高校・日南振徳高校
都城地区 / 都城泉ヶ丘高校・都城西高校・都城商業高校・都城工業高校・都城農業高校
　　　　　都城工業高校・高城高校・都城高専

勉強の方法、やり方の指導から受験対策までお任せください！！

塾や学校で授業を聞いて「わかった！！」と思っても、テストになると解けない。そんなお悩みは
ありませんか？　結果を出すためには、「ひとりで解ける！」までどのようなやり方で勉強するか
がとても大切です。私たちは１人ひとりに合った勉強方法で「ひとりで解けるまで」指導します！

学生家庭教師会は
お客様目線がモットーです

無駄な料金はいただきません。

当会オリジナルテキストを
無料でご提供します！

無駄な料金はいただきません。 忙しいご両親の負担を減らしたい！

当会オリジナルテキストを
無料でご提供します！

同じ学校の生徒さんに会いたくない
お子さまも安心です。

月謝以外の費用はありません！

テキスト代もかかりません！

月謝以外の費用はありません！ お休みの振替に対応！

テキスト代もかかりません！ 曜日・時間帯が調整できます！

教室まで遠い方は家庭教師を派遣します！

５名
様

ワンモアチャンス！
間に合わなかった方には、

半額５名
様

先着指導開始月 月謝の
指導開始月 月謝の無料

各教室

先着
各教室

UMK情報net３きゅう
番組内で3度紹介されました！

つきっきりでわかるまで！

勉強のやり方が身につく！

全科目対応！ テスト対策に自信あり！

県立過去問も
プレゼント！
県立過去問も
プレゼント！

新中３
限定

身につく君

イメージ
キャラクター

※ 教室まで遠い方は家庭教師を派遣します！

本屋さんでおなじみの東京学参の
黄色い過去問です！

無料体験で

高松教室



学生家庭教師会は、

がココ 違います！

システム・教室料金

月々のお月謝

[ 税込表記 ]

60分

週１

小４～小６ 中１・中２ 中３ 高１・高２ 高３

週２ 週１ 週２ 週１ 週２ 週１ 週２ 週１ 週２

90分

120分

先生１人対生徒２人のつきっきり指導

8,800

13,400

16,900

16,900

23,600

31,300

15,500

18,600

18,600

25,700

32,600

18,200

22,400

22,400

29,200

36,300

18,600

23,600

31,300

37,900

20,800

25,000

33,300

39,000

※ 私立・公立中高一貫の中学生は、中 3 から高校生料金になります。 
……必要な勉強量に対して充分な指導ができない為このコースはございません。※  

※ 中学受験をされる小学生は料金が異なります。

学生家庭教師会 宮崎 検 索

https://www.g-katekyo.com

スマホで読み取れます！

無料体験申込はこちらからでもOK！
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創業 47 年、家庭教師での経験をもとに作りあげた 1 対 2 の個別指導です。
学生家庭教師会の個別教室ってなに？よくある

ご質問

M中卒業生　M.Nさん　 O中卒業生　T.Yさん　 M中卒業生　M.Mさん　

「学生」とついていますが、「学生を応援する家庭教師会」との思いで名付けました！
学生からプロ講師まで多数在籍し、時間と月謝の無駄をなくした個別指導塾です。

スマホで

・受験実績
・体験談 など

・料金
詳しい情報がたくさん！

時期講座について
春・夏・冬の時期講座への「強制参加」はありません。

月謝について
月謝を安く見せかけて、管理費やテキスト代、設備費など
別料金でたくさん料金をとるシステムではありません。

通塾について
曜日・時間帯を選ぶことができます
回数・指導時間も自由に選択！
（右記料金表以外のコースもたくさんあります）
家ではなかなか勉強できない生徒さんは、毎日
自習室に来ることもできます。

通塾について
曜日・時間帯を選ぶことができます。
回数・指導時間も自由に選択！
（右記料金表以外のコースもたくさんあります）
家ではなかなか勉強できない生徒さんは、毎日
自習に通うこともできます。

（私たちは月謝のみの運営です！）

中 3 になっても、
中 2 料金のまま受講可能！

高 3 になっても、
高 2 料金のまま受講可能！

中2までにご入会の方 高2までにご入会の方

「チラシに料金が載っていなくて、体験に行ってみたら料金が高くてビックリした！」と
いうことがないように、私たちはきちんと料金を表示（税込）にしています。

どの STEP からの

スタートでも、

大丈夫ですよ！

目標に対して「やらなくてはいけない事」を明確にし、お子さま一人ひとりの
指導内容を、担当が毎月作成しています。

「塾の日だけ」の勉強にならないように、暗記の仕方やテスト対策のやり方を
教え、「自分で勉強できるやり方」を指導しています。
勉強で大切なことは「やる気」です。やる気の出る取り組みをたくさん取り入れています。

1

2

3

STEP3までをいかに早く
習得できるかがカギです！

志望校合格の鍵

目標達成
応用力UP

基礎定着

根本的なやり方を
身につける

目標を決め
やる気を出す

成績
への

一緒に階段を登りましょう！

UP

卒業生からのメッセージ


