
８０分×５授業

勉強するようになる小学生！
対象
小４・５

まだ、小学生だから…。でも中学生での成績不
振の原因は小学校での学習ということが少な
くない！スゴイ先生で「わかる」から「できる」に
変える。

算 国
×２教科

今こそ始める中学準備！
対象
小6

中学生になって数学が苦手、読解が苦手とい
うことの原因が、小学生のときの算数や国語
の力が不十分であることが少なくない。

算 国

学年末で成績挽回の中１・２！

部活を引退してから、中３になってからは、もう
遅い。特に英・数は積重ねの教科。早目の克服
が最重要。

教科・カリキュラムはご相談のうえで
お子さまに合わせて決められます。

教科・カリキュラムはご相談のうえで
お子さまに合わせて決められます。

志望校合格へ最後の追込み！

８０分×1５授業または20授業または25授業

８０分×５授業
×２教科

教科とカリキュラム選べる

教科とカリキュラム選べる

対象
中1・2

対象
受験生

８０分×30授業または35授業または40授業

冬期入会で

冬 期 入 会 特 典冬 期 入 会 特 典

無 料 体 験 授 業 受 付 中 !
対面式
個別指導
対面式
個別指導

※12月28日（土）までに入会手続きを完了された方対象 ※2019年12月時点

B2607-191106/ PP

～12/21 1/11 土土

00円円入会金入会金入会金入会金 00円円授業料授業料授業料授業料3ヶ月間3ヶ月間3ヶ月間3ヶ月間
※通常授業 週１コマ（月４コマ）×３ケ月＝合計１２コマ無料

冬期講習会スタート!

無料！！無料！！無料！！無料！！3333ヶ月間ヶ月間ヶ月間ヶ月間授業料授業料授業料授業料
※通常授業 週１コマ（月４コマ）×３ケ月＝合計１２コマ無料　※中3・高3は対象外※通常授業 週１コマ（月４コマ）×３ケ月＝合計１２コマ無料　※中3・高3は対象外
冬期講習会



〒555-0025姫島教室 06-4862-5180
※上記以外の時間は各教室直通TELにおかけください
http://stepup-kobetsu.com

【助成カード】をお持ちの方は、月々1万円までご使用いただけます。
詳しい内容は0120-775-455までお気軽にお問い合わせください。

大阪市塾代助成事業に参画しています。

無 料 体 験 随 時 受 付 中 ！

対面式
個別指導〒532-0036神崎川教室

〒532-0026塚本教室

〒531-0076大淀教室
〒553-0007野田教室

〒530-0026 扇町教室

淀 川 区 〒532-0023十三教室

北　　区
福 島 区

〒533-0004瑞光教室

西淀川区
〒555-0024野里教室

旭　　区 〒535-0021

大阪市西淀川区姫里1-26-27-101

大阪市淀川区三津屋中2-9-22三津中マンション102号

大阪市淀川区塚本2-2-23シャンティ塚本103

大阪市北区大淀中4-2-11尾山ビル2F

大阪市福島区大開3-2-2 マンションサンライズ101

大阪市北区神山町14-3 アド神山ビル406

大阪市淀川区十三東5-2-25

大阪市東淀川区小松4-12-25 コスモハウス瑞光102

大阪市西淀川区野里1-23-23ジオナ塚本店舗2号室

大阪市旭区清水3-29-20田中マンション102清水教室

06-6364-1652
06-7670-1940
06-6940-6260
06-6795-9005
06-6838-3970
06-6303-1117
06-6732-9010

06-6923-8855
06-6195-1889

直通TEL

直通TEL

直通TEL

直通TEL

直通TEL

直通TEL

直通TEL

直通TEL

直通TEL

直通TEL東淀川区

5教科

ステップアップ模試会員制度
塾生と同じ費用で模試が受けられる。

https://www.facebook.com/stepup.kobetsu/

Q
R
コ
ー
ド

塾・教室の様子が

わかります!

実際にこんなに
成績を上げているステップアップっ子たち！ 紙面の関係上、一部

のみ掲載しています

ステップアップジュニア
算・国 無学年進級式学習
低学年から算国の基礎力を鍛え将来に備える

対象

数 学

国 語
理 科
社 会

英 語
29点ＵＰ 54点　　83点

中2
M・Kさん 25点ＵＰ 72点　　97点

中2
O・Rくん 21点ＵＰ 50点　　71点

中1
K・Sさん

34点ＵＰ1学期期末

48点　　82点
中3
O・Dくん 16点ＵＰ 66点　　82点

中3
F・Sさん 14点ＵＰ 56点　　70点

中3
T・Nさん

2学期中間 1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間

1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間

1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間

1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間

1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間 1学期期末 2学期中間28点ＵＰ 64点　　92点
中3
K・Tくん 23点ＵＰ 38点　　61点

中2
M・Tくん 22点ＵＰ 46点　　68点

中2
T・Tくん

37点ＵＰ 50点　　87点
中3
Y・Yくん 33点ＵＰ 39点　　72点

中2
T・Tくん 30点ＵＰ 38点　　68点

高2
I・Rさん

46点ＵＰ 20点　　66点
中2
K・Yさん 40点ＵＰ 53点　　93点

中2
O・Rくん 23点ＵＰ 55点　　78点

中2
S・Mさん

102点ＵＰ K・Tくん1学期
期末

2学期
中間150点 252点 中3 73点ＵＰ K・Tさん1学期

期末
2学期
中間172点 245点 中3

52点ＵＰ H・Rくん1学期
期末

2学期
中間376点 428点 中3 23点ＵＰ O・Rくん1学期

期末
2学期
中間391点 414点 中2

推奨授業時間帯［１回８０分授業］～小４小5・6 中１・２ 中３ 高校生
13：00～14：20
14：30～15：50
16：00～17：20
17：30～18：50
19：00～20：20
20：30～21：50

以下はおすすめの時間帯です。希望の時間帯についてはご相談ください。以下はおすすめの時間帯です。希望の時間帯についてはご相談ください。冬期講習会費用（税別）一例です。1授業から受講可能です。（塾生価格）冬期講習会費用（税別）一例です。1授業から受講可能です。（塾生価格）
授業数 小1～小４ 小5～中２ 中３～高2 高３

10授業
20授業
30授業
1授業 2,050円 2,250円 2,450円 3,050円

20,500円 22,500円 24,500円 30,500円
5授業 10,250円 11,250円 12,250円 15,250円

41,000円 45,000円 49,000円 61,000円
61,500円 67,500円 73,500円 91,500円

冬期講習会の対面式
個別指導
対面式
個別指導

12/21（土）～１/11（土）

4
大
特
長 対面式だからこそお子様の様子がよくわかります。

小さなつまづきも見逃しません。素早い対応が可能
です。質問もしやすい安心の指導スタイルです！

小さなつまづきにも気づく
対面式個別指導
小さなつまづきにも気づく
対面式個別指導

熱意あふれるスゴイ講師が、講師１名に対して生徒３名
までの高密度授業を展開！お子様一人ひとりの実力・
性格に合わせてきめ細かくサポートします！

講師とお子様との距離が近い

ハイクオリティ授業
講師とお子様との距離が近い

ハイクオリティ授業

「苦手なところを」「部活や習い事の帰りに」「副教科も」
などに、個々に合わせたオーダーメイドの学習計画で
対応。お子様の目標達成を実現します！

オーダーメイド
カリキュラム
オーダーメイド
カリキュラム

教材は学習内容の理解と定着にとって大きな要素。数
多くある教材の中から経験豊富な講師陣が選んだ無理・
無駄のない「個別指導専用教材」を使用。

数ある教材から厳選した

個別指導専用教材
数ある教材から厳選した

個別指導専用教材

個別指導ですから、教科や単元はもちろん、
授業回数や曜日、時間帯もオーダーメイド。
効率よく学習することで、勉強だけでなくクラブ
や習い事も今以上に頑張れますよ！

無理なく
成績UP

教育や人材育成以外にかかる無駄
なコストを徹底的に省いて、
家庭教師レベルの面倒見で
集団塾並の授業料を実現！

安心の
システム

ステップアップは大阪市内に多数展開。
地域密着だからこそ、各学校・
教科別で最も適したテスト対策を
行うことが可能！

地域に
密着

安心の学費設定
【通常授業】

※掲載料金はすべて税別表記となります。
※入会金・諸経費・教材費が別途必要です。

定期テスト対策・受験対策可

自習室完備 学校宿題指導
講師変更可授業振替可

小学生：1授業40分
（5・6年生は80分）

中学生・高校生：1授業80分

小１～小４ 小５～中２ 中３～高2
私立中・中受 高3

4,100円 9,000円 9,800円 12,200円
24,400円
36,600円

19,600円
29,400円27,000円

 週1回
（月4回）
 週2回
（月8回）
 週3回
（月12 回）

8,200円
12,300円

18,000円

特典あり

小１

小３

対象

小5

中３
キミの本当の
実力が
わかる！

キミの本当の
実力が
わかる！入試には情報が重要！

 

※中３生３０コマ以上受講で冬期特訓が無料で受けられます。詳しくは教室にお尋ねください。※カリキュラム・時間割はお子さまに応じたオーダーメイドです。※中３生３０コマ以上受講で冬期特訓が無料で受けられます。詳しくは教室にお尋ねください。※カリキュラム・時間割はお子さまに応じたオーダーメイドです。


