
巡回
指導

「安心の低料金で圧倒的に高い成果を」の塾是の下、ユー
ザー目線に立った教室運営をしています。日々の教室で
の出来事や考えをブログに綴っていますのでぜひご覧
ください。　　塾長　木村 泰治

光が丘公園周辺でNo.1の個別指導専門塾

講習期間：3月20日（土）～4月6日（火）

2021

ご来塾の方にもれなく、塾生全員が持っているステップ
アカデミーオリジナルの 4色ボールペンをプレゼント

リピート＆トレーニングを実際に体験してみて下さい
きっと今までの自分から変わる確信が持てます

ステップ君 LINE スタンプ

１セット４０種類

LINE STOREにて 好評発売中 !!
でステップ君 検 索

新学年のスタートで
ライバル達に差をつけよう !
新学年のスタートで
ライバル達に差をつけよう !

9,080
1,980 

11,060
　 とても
リーズナブル

通常授業も
リーズナブルに
受講頂けます！

なんと半分程度で収まります！

★ステップアカデミー

春期講習だけの

春期講習だけの受講も大歓迎です。
また、個別指導専門塾ならではのオーダーメイ
ドカリキュラムで時間数も学習テーマも自由自
在︕たとえば、学年の垣根を越えて復習を行っ
たり、特定の４日間に集中して講習を行ったり
することができます。自分のペースに応じて予
定を立てられるので無理なく受講することが
可能です。

受講も大歓迎！

光が丘公園

みずほ銀行

英 検 数 検漢 検

個別指導専門塾
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浪

http://step-academy.blog.jp

03-3999-1179

光が丘第１教室

03-6904-2404
東京都板橋区成増 1-13-11
ﾌｧｰｲｰｽﾄﾋﾞﾙ 2Ｆ（地下鉄成増駅 4 番 出口　徒歩 1 分）

成増教室
03-3976-1770

光が丘第2教室

赤塚教室 NEW！

03-5998-0125
東京都板橋区赤塚 2-1-9

お気軽にお問い合わせ下さい。

平日・土曜 13︓00 ～ 21︓30
下赤塚ﾊﾟﾝﾀﾞﾋﾞﾙⅡ3Ｆ( 下赤塚駅北口 駅前 )

至志木

至池袋

東武東上線

成増駅

赤塚教室

みずほ銀行

成増小

地下鉄成増４番出口

成増教室

セブンイレブン

光丘高校

光が丘第1教室
光が丘駅 都営大江戸線

郵便局
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警察署
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光が丘秋の陽小清掃工場

光が丘公園

旭町南地区区民館

光が丘四季の香小
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有楽町線

川　越　街　道

練馬光が丘病院

光が丘第２教室



保護者様にも生徒さんにもご満足して頂ける、
ステップアカデミーならではの最高のご提案を
致します。安心の低料金で圧倒的に高い成果
が出る訳をお聞きになってみませんか

「先生1人に生徒2人まで」にこだわ
っています。
一般に「個別指導」といっても、1人
の先生が3～5人の生徒を同時に指
導していることが少なくありません。
きめ細やかな指導ができるのは「先
生1人に生徒2人まで」という信念で
取り組んでいるからです。

    先生1人に

                                             生徒2人まで

巡回指導
一人ひとりの目標にあわせて学習内容を
個別に準備し、弱点を克服するまで何度
も繰り返して学習していきます。
できなかった問題だけをできるまで解き
続けることによって、自分自身の力で解
いたという達成感と自信を得て勉強の仕
方を身につけていきます。
また、巡回する先生は、そのサポートに
全力指導しています。

「巡回指導」とは個別弱点対策システム「スパトレ」を使って先生が
生徒さんの間を巡回しながら指導するスタイルです。

「スパトレ」とは？
個別弱点対策システム「スパトレ」は
弱点発見テスト→弱点対策テストを繰
り返すことによって、生徒さんの学力
を引き上げていきます。

驚異の成績アップを実現する
「リピート＆トレーニング」

そうする事によって、個別指導の
きめ細かな指導でしっかりと理
解して頂くことにとどまらず、個
別指導にありがちな演習不足を
解消し、正確な解答を作成する
力を身につけて、驚異的な成績
アップを実現して頂いています。

一般の個別指導塾は80～90
分授業に設定していますが、ス
テップアカデミーでは60分授
業にこだわっています。
それは、集中力は60分が限界
だからと考えているからです。
60分授業では問題を解く絶対
量が少なすぎるというご意見
を頂くことがありますが、「巡
回指導」をセットで受講して頂
くことにより、その不安は解消
されます。

個別指導を多くの方にご利用して頂きたいとい
う想いから、あらゆるコストを見直し、実現で
きた料金設定です。今まで料金が高いから1教
科しか受講できないというお声も多く聞こえま
したがステップアカデミーではご満足いくまで
受講することが可能になっています。

ステップアカデミーでは
従来の個別指導の料金設
定と比べ「良心的な授業
料」となっていると自負し
ています。これは本物の

：

東京都練馬区田柄５-27-11 ハートビル4Ｆ（光が丘警察署前） 東京都練馬区旭町1-15-29 光が丘ワタナベ不動産ビル３Ｆ（旭町南地区区民館先隣り）

・ポイント取得条件
出席/宿題提出/授業中の小テスト正解率
70％以上（各+1ポイント）、科目ごとに1
ヶ月間宿題完全提出（+3ポイント）、5分
以上の遅刻（-1ポイント）

ポイント制*を導入し生
徒のやる気と熱意をさら
に高めるように努めてい
ます。合計ポイントに応
じて様々な商品を進呈
致します。

巡回
指導

巡回
指導

ステップアカデミーではこの『リピート＆トレーニング』での受
講を推奨しています。 ①効率よく弱点を克服

　○学年の枠を超えて体系的に学習できます。
　○解くことができなかった問題、つまり弱点のみ
　　に絞って勉強することができます。
②「集中・自立」学習
　○プリント1枚あたり5分から10分で取り組め
　　るので、集中して楽しく勉強ができます。
　○自分で問題を解く習慣がつき、学習効率があ
　　がります。

03-3999-1179 03-3976-1770

03-6904-2404

学力アップの鍵は演習量。
「わかったつもり」を「できる！」
に変えます。

発見テスト

弱点発見

弱点対策テスト

弱点克服

次のテストへ

 わかるまで
繰り返し演習

スパトレ
の仕組み
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合格者のご紹介 !合格者のご紹介 !
塾生の生の
声をご紹介 !
直筆はweb
HPで掲載中！

幼 浪
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１

オンライン授業もできます !!
★ご自宅にいながら個別指導が受けられる

☆Zoomを使用したオンライン授業を選択することができます。
☆授業料は通常授業と同額。余計な費用はかかりません。
※受講にはインターネット環境が必要です。

パソコン・タブレット・スマホで受講！

高3　細谷　凌加さん

小6　大竹　桔平君

Q. 受験勉強を通じてあなたが一番大切だと
　 思ったことは何ですか︖
継続して勉強することです。継続して勉強
するために気持ちを強くもつべきだと思い
ます。

A.

Q. 後輩に何かアドバイスがあればお願いし
　 ます。

Q. 最後にステップアカデミーの先生にひと
　 ことお願いします。

中3　土屋　景汰君

毎月1,980円
(税込2,178円)

施設費︓
ご兄弟姉妹で入塾の場合、施設費は1人分、さらに授業料が5％割引とな
り、非常にお得です。

平日・土曜 13︓00～ 21︓30
お気軽にお問い合わせ下さい。

14周年
ANNIVERSARY

※学年はインタビュー時のものです。

苦手な科目や分野を後回しにしないように
した方が良いと思います。学校は実際に見
学しに行くべきだと思います。

A.

ステップアカデミーに通えてとても良かっ
たです。ステップアカデミーの先生はとて
も丁寧で分かりやすかったです。今まで本
当にありがとうございました。

A.

Q. 受験勉強を通じてあなたが一番大切だと
　 思ったことは何ですか︖
あせらず、怒らず、あきらめずということ
を思い出しそれを行動にうつすことが大切
だと思った。

A.

Q. 後輩に何かアドバイスがあればお願いし
　 ます。

Q. 最後にステップアカデミーの先生にひと
　 ことお願いします。

たまには、ねたり、ゲームをしたりするこ
とが大事。

A.

私立の勉強を始めたのが７ヵ月ぐらい前で
合格しないと思ったのですが、いろいろな
物を貸してくれたり応えんや、とき直しも
してくれてとても元気な気持ちで行けまし
た。本当にありがとうございました。

A.

周りの人と助け合うこと。
困った時は誰かに相談するのが一番です。

A.

今、自分に出来ることを精一杯やってくだ
さい。個人の経験からですが、将来の選択
肢が増える行動をとるといいですよ。

A.

約１年間だけでしたが、大変お世話になり
ました。まだお世話になるかもしれないの
で、そのときはよろしくお願いします。

A.

日本大学第一中学校

都立北園高校
合格おめでとう !祝

合格おめでとう !祝

『リピート＆トレーニング』とは、先生1人に生徒2人までの
「個別指導」で受講した科目とセットで、定着演習授業の巡回
指導を受講して頂くことです。
巡回指導は受け放題となっており、何日でも、
　　何時間でも、納得いくまで演習を行うことができます。

合
格                                              

青山学院大学
合格おめでとう !祝

Q. 受験勉強を通じてあなたが一番大切だと
　 思ったことは何ですか︖

Q. 後輩に何かアドバイスがあればお願いし
　 ます。

Q. 最後にステップアカデミーの先生にひと
　 ことお願いします。

東京都板橋区成増1-13-11
ﾌｧｰｲｰｽﾄﾋﾞﾙ2Ｆ（地下鉄成増駅４番出口　徒歩１分）

東京都板橋区赤塚2-1-9
下赤塚パンダビルⅡ 3Ｆ（下赤塚駅北口　駅前）

03-5998-0125
赤塚教室

光が丘第2教室光が丘第1教室

成増教室 NEW！

巡回指導

オンライン英会話

1対21対1学年

小学生

高校1・2年生

中学3年生

中学1・2年生

小学生(受験生)

高校3年生

13,120

15,240

13,600

14,640

15,400

16,920

(税込14,432)

(税込16,940)

(税込16,104)

(税込14,960)

(税込16,764)

(税込18,612) 11,280(税込１2，408)

10,280(税込１1，308)

9,760(税込10，736)

8,760(税込9,636)

9,080(税込9,988)

10,160(税込11,176) セット受講

全学年共通

3,880(税込4,268)

4,640(税込5,104)

全学年共通
5,000(税込5,500)

(       )

中学受験パック

New
高校受験パック
New
大学受験パック

【1:2】国語・算数・理科・社会
【巡回指導】国語・算数・理科・社会・英語

【1:2】国語・数学・英語
【巡回指導】国語・数学・英語・理科・社会

【1:1】国語・数学・英語
【巡回指導】数学・英語　

38,280 (税込42，108)

57,520 (税込63，272)

49,640 (税込54，604)

パックにはリーズナブルプランなどもあります。
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