遊びと学びの応援団
特定非営利活動法人(NPO 法人)

学

遊

少路教室・本部:豊中市少路２－３－３１－２０３ ℡06-7501-1432
上野東教室：豊中市上野東１－５－６
高槻 教室：高槻市西真上１―２８－１
園田 教室：尼崎市東園田４－９－１－１Ｆ（業務スーパー隣り）
池田 教室：池田市鉢塚１-５-４Ｂ
問い合わせ:
090-5663-2270
Mail：kaeru@age.jp

夏休みに

高校に入って

自由に自習できる

数学・物理・化学・英語

場所が欲しい！

が分からない！

高い予備校費用や
塾代を払ってるのに
成績が伸びない！
わからない！

いわゆる

「大手塾や予備校
の維持要員？」
になっていませんか？

高校生・大学受験生の

自習教室・授業参加者募集中！
＝この夏が飛躍のチャンス！＝

学遊の授業と自習教室で頑張り、力を付けませんか！

午前８時から午後１０時３０分まで

平日は

自習時間に

自習可能！

各教科の演習問題（e トレ）が出来ます❣

教室授業の参加者募集中！

教室でもネッ
ト授業が受け
れます！

◎優秀なサポーターや京大生・阪大生等が行う

個別指導（１対１で６０分授業月４回）

高校生の
お友達紹介
キャンペーン！

月額１２，２００円
少数指導授業

月額

（１対２で６０分授業月４回）

・お友達をご紹介ください。紹介をして頂

いた方が入会されましたら、１人あたり

演習 e トレ

４０７０円分

９，１７０円

月額

をプレゼントします。
☆少路教室、上野東教室、池田鉢塚教室、
高槻教室、園田教室などの教室で知人
友人をご紹介ください。

６，１１０円

（１対 3 で６０分授業月４回）

月額

５，０９０円

（１対４で６０分授業月４回）

ネット授業の参加者募集中！
住んでいるところが違っても、友達同士同時に受講できます！

参加者からは「わかりやすい」と好評です！
教室から遠い中・高生は

家庭教師や個別指導の受講者はぜひ体験を！

自宅で授業が受けられます！（講師の交通費不要）
ネット

家庭教師が月額６，１１０円！から

自宅から簡単に学べます。高い設備費は不要です！

簡単に体験可能です！学遊のネット授業をぜひご体験ください！

自学自習支援の為のネット演習もあります！
５教科 ５，９１０円！（別途 iD 使用料２００円）
自宅で、自分で学習する為の演習システムです。保護者負担を軽減しています。
☆講師の指導を受ける時は、別途ネット授業を受講して下さい。（参加費が別途必要）

学遊少路教室の

アフタースクール
放課後預り・一時預り
学遊は働く保護者を応援します！
預りと学びを同時にする放課後・一時預り！
学遊では、働いている保護者支援のために、放課後、祭日、長期休暇中の預りを行います。
預りと同時に算数・国語・英語などの学習支援を行い、学力アップに取り組みます！様々な
遊びにも参加できます！

リーズナブルな参加費用の
預り、学び、遊びの支援をするアフタースクール！
学童保育だけでは学力が心配！という保護者の方は
学遊のアフタースクールに参加して下さい！

アフタースクールの内容
◎小学生の参加費用
☆放課後から午後７時までの預り参加費用（月曜日から金曜日）
月額 6,110 円（小 1・小 2・小 3 は 9,170 円）
☆学習支援授業参加費用
２教科（算数・国語）週 2 時間で
月額 10,190 円

預りと学習支援授業参加費用合わせて
合計 16,300 円（小 1・小 2・小 3 は 19,350 円）
＊学習支援で、国語・理科・社会のプリント学習参加もできます！
☆参加費用
１教科月額２，０４０円（算数参加者の参加費用です）
※英語参加費用は別途費用です
※祭日・長期休暇中の預りは別途費用が必要です
※学遊指定の休日預りは、別途費用が必要です

学遊は、営利を目的にした塾ではありません！
考える力・自主性を身に付けて欲しいと願うもう一つの学校です！
サポート体制はしっかりしています！

やる気を出せば、考える力が付き、結果が付いて来ます！

◎学遊の学び支援で、良い結果を残せた生徒がたくさんいます！
高校生） 豊中高校で数学 1 番！ 箕面高校数学で 1 番！
桜塚高校で、数学 40 点台から 100 点 3 回！
中学生） 大手塾から変わって 11 中数学で 100 点！ 11 中定期テストで理科トップの成績
11 中で 5 教科 288 点から 430 点にＵＰ！ 5 教科１６０点から３３０点にＵＰ！

◎学遊のサポート体制はしっかりしています！積み重ねと本人のやる気が大事！
小学 1 年生から学遊でコツコツと頑張ってきた中学 1 年生が、定期テストで、5 教科合計 479 点取りました。一
緒に頑張ってきた生徒も 468 点でした。積み重ねが非常に大事です。また、学遊には、大手塾から学遊に代わって
140 点アップなど、本人がやる気を出せば、想像できないぐらいの結果を残せた生徒がたくさんいます。

◎優秀な講師や京大生・阪大生が、トップクラスから点が取れない生徒までサポート！
学遊の授業は、全国トップクラスの授業を行っています。もちろん、成績の良い生徒だけでなく悪い生徒
のこともしっかりと考えて指導しています。学遊では、全国トップクラスを教える講師や子どもたちに寄り
添ってしっかりと支援するサポーター、京大生、阪大生（全国模試で物理で 1 番を取った阪大生もいます）
など優秀な学生サポーターが支援しています。しっかりと支援する体制を取っていますので、本人がやる気
を出せば、可能性を引き出し、必ず結果が付いてきます。学遊は、保護者の皆さんと連携して、子どもたち
の考える力、自立する力を付けるために全力でサポートしていきます。ぜひ、小・中・高校生はご参加くだ
さい。また、出来るだけ小学生の時から学遊で遊びと学びをしっかりとして下さい。

学遊の学び支援（個別・少数・集団授業）には、３つの支援方法があります！

学遊の様々な学習支援をご利用ください！
① 各教室（少路教室・上野東教室・東豊中教室・園田教室・西真上教室）で講師と直接相対して授
業を受ける
② 自宅や教室で講師とネットを介して双方向で授業を受ける（京大・阪大生の支援など）
③ 自宅学習支援演習システムを利用して自宅で学ぶ・・・自宅が教室になります！

学遊では、次のようなことも行っています！
・不登校児童生徒の支援を行っています！
・大学生の塾のブラックバイト改善運動を行っています！
学び・遊び支援ボランティアを募集しています。
子供たちの学び・遊び支援にご協力下さい！（釣りの好きな方ご連絡ください！）
〈ＮＰＯ法人学遊

代表理事

一村和幸のプロフィール〉

広島県の小さな島・生口島（現在の尾道市瀬戸田町）で、魚釣りや山遊びに明け暮れて育ち、受験勉強せずに広島大学附属福
山高校に入学。高校 3 年の 12 月までクラブ活動をしながら大阪大学基礎工学部入学。その後、中小零細企業で働き、よつ
葉共同購入会での消費者運動などを経て、豊中市議会議員として無所属市民派で１６年間活動。市議を辞めた後、子どもた
ちに集中力、創造力、自主性、考える力を付けて欲しいと願い、2014 年に学びと遊びの支援ＮＰＯ法人「学遊」を設立。
現在、20 名あまりのスタッフとともに 200 人の子どもたちの学び・遊びの支援を行っています。

学遊の日常の活動や参加費などを

学遊連絡先

０９０－５６６３－２２７０

「ブログ」「フェイスブック」「ホームページ」で報告していますのでご覧ください！
学遊豊中ブログ 遊びと学びの応援団フェイスブック 学遊ホームページ で 検索

高校生紹介キャンペーン中！！
学遊は、優秀な講師をそろえ、しっかりとした支援ができるようにしています。子どもたちの学び・遊び支援には努力を惜
しまないサポーターがたくさんいます。学び支援の仕組みもしっかりと作っているので、少し頑張れば良い結果を残す生徒もた
くさんいます。全国トップクラスの内容も教えています。そこで、学遊の思いを広げるため、「紹介キャンペーン」を行ってい
ます。・お友達に学遊をご紹介ください。

ト

紹介をして頂いた方が入会されましたら、演習 e トレ１００ファイル分（月額４０７０円分）をプレゼン
します。
☆少路教室、上野東教室、池田鉢塚教室、高槻教室、園田教室などの教室で知人友人をご紹介ください。

学遊は、営利を目的にした塾ではありません！
考える力・自主性を身に付けて欲しいと願うもう一つの学校です！
サポート体制はしっかりしています！

やる気を出せば、考える力が付き、結果が付いて来ます！

◎学遊の学び支援で、良い結果を残せた生徒がたくさんいます！
高校生） 豊中高校で数学 1 番！ 箕面高校数学で 1 番！
桜塚高校で、数学 40 点台から 100 点 3 回！
中学生） 大手塾から変わって 11 中数学で 100 点！ 11 中定期テストで理科トップの成績
11 中で 5 教科 288 点から 430 点にＵＰ！ 5 教科１６０点から３３０点にＵＰ！

◎学遊のサポート体制はしっかりしています！積み重ねと本人のやる気が大事！
小学 1 年生から学遊でコツコツと頑張ってきた中学 1 年生が、定期テストで、5 教科合計 479 点取りました。一
緒に頑張ってきた生徒も 468 点でした。積み重ねが非常に大事です。また、学遊には、大手塾から学遊に代わって 140
点アップなど、本人がやる気を出せば、想像できないぐらいの結果を残せた生徒がたくさんいます。

◎優秀な講師や京大生・阪大生が、トップクラスから点が取れない生徒までサポート！
学遊の授業は、成績の良い生徒だけでなく悪い生徒のこともしっかりと考え、全国トップクラスの授業も行っていま
す。学遊では、全国トップクラスを教える講師や子どもたちに寄り添ってしっかりと支援するサポーター、京大生、阪
大生など優秀な学生サポーターが支援しています。しっかりと支援する体制を取っていますので、本人がやる気を出せ
ば、可能性を引き出し、必ず結果が付いてきます。学遊は、保護者の皆さんと連携して、子どもたちの考える力、自立
する力を付けるために全力でサポートしていきます。ぜひ、小・中・高校生はご参加ください。また、出来るだけ小学
生の時から学遊で遊びと学びをしっかりとして下さい。

学遊では、次のようなことも行っています！
・不登校児童生徒の支援を行っています！
・大学生の塾のブラックバイト改善運動を行っています！
学び・遊び支援ボランティアを募集しています。
子供たちの学び・遊び支援にご協力下さい！（釣りの好きな方ご連絡ください！）
〈ＮＰＯ法人学遊

代表理事

一村和幸のプロフィール〉

広島県の小さな島・生口島（現在の尾道市瀬戸田町）で、魚釣りや山遊びに明け暮れて育ち、受験勉強せずに広島大学附属福山高校に入学。高
校 3 年の 12 月までクラブ活動をしながら大阪大学基礎工学部入学。その後、中小零細企業で働き、よつ葉共同購入会での消費者運動などを経
て、豊中市議会議員として無所属市民派で１６年間活動。市議を辞めた後、子どもたちに集中力、創造力、自主性、考える力を付けて欲しいと
願い、2014 年に学びと遊びの支援ＮＰＯ法人「学遊」を設立。現在、20 名あまりのスタッフとともに 200 人の子どもたちの学び・遊びの支
援を行っています。

学遊の日常の活動や参加費などを
「ブログ」「フェイスブック」「ホームページ」で報告していますのでご覧ください！
学遊豊中ブログ 遊びと学びの応援団フェイスブック 学遊ホームページ で 検索

