
千葉県松戸市河原塚３５１ 
  (八柱ゴルフガーデン隣り）  
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マチュ・ピチュ（ペルー/世界文化遺産）士山＆三保

前期(３月～８月) 
一般用 

個性を生かし学力を伸ばす－安心・安全な塾－ 

対面＆オンライン(zoom)で高校教科書英語を谷村和枝が個人指導します。 

高校 
学校教科書英語 

火～土 
個別指導８回/月 
オンライン＆対面 

 50分×２コマ/週 
（曜日時間については相談の上確定） 

塾・アットホームでは英検資格取得を応援しています。そこで検定合格のための中高生のための対策講座を常設します。
検定の種類・級位により個別または少人数ゼミ形式の授業になります。講座内容の詳細は別途講座案内をご覧くださ
い。尚、小学生は平常の授業時間の中で指導します。 

キャリアアップ講座(検定合格講座）対象中・高校生 

講 座 講座期間 検定実施日 費用・その他  

①２月～５月 ６/４（7/10） 
講座案内をご

参照ください。  

５級から２級まで、小中高の各学年で英検の指導を実
施します。本年度の検定は左記の通りです （実施日
のうちカッコ内は２次検定日）  

英語検定合格講座 

２・準２・３・４・５級  
②６月～９月 10/８（11/13） 

③１０月～１月 １/21（２/26） 

学年 教科 入塾金 月額授業料 半期教材費 実力テスト 合計 

小4～6 
（算・国・英） 

１教科 

5,000円 
免除  

7,000円 
(700円) 

2,000円 
（200円） 

無 

9,000円 
（900円） 

２教科 11,000円 
（1100円） 

4000円 
(400円) 

15,000円 
(1500円） 

３教科 14,000円 
(1400円） 

6,000円 
（600円） 

20,000円 
(2000円） 

中１･２ 
（数・国・英）  

１教科 10,000円 
(1000円) 

3,000円 
(300円) 

千葉県統一テスト 
2500円[1回] 

(250円) 

15,500円 
(1550円） 

２教科 18,000円 
(1800円) 

6,000円 
(600円) 

26,500円 
（2650円） 

３教科 
22,000円 
(2200円) 

9,000円 
（900円） 

33,500円 
（3350円） 

中３ 
高校受験  

３教科 19,000円 
(1900円) 

9,000円 
（900円） 千葉県統一テスト 

6,000円[２回] 
(600円)  

34,000円 
(3400円) 

理社選択 10,000円 
(1000円) 

3,000円 
(300円) 

13,000円 
(1300円) 

高校生 英語 
13,000円 
(1300円) 

3,000円 
(300円） 

無 16,000円 
（1600円） 

[前期分・3月～8月] (カッコ内は別途消費税10％) 

２週間無料体験 

入塾に先立ち２週間
の体験学習がご利
用いただけます。事
前にお申し出くださ
い。 

お申込み 
入塾は原則として第1

週と第3週からです。

第３週から入塾される

場合は、当月授業料

が半額です。 

初回費用のお支払い 

初回費用は当月授業料・教材費・（実力テスト費）です。２回目以
降のお支払いは原則として金融機関の自動振替でお願いしま
す。取扱い金融機関はゆうちょ銀行です。上記に口座がない場
合は、新規に口座を開いていただくか、月謝袋での現金払いとな
ります。安全上、極力自動振替をご利用下さい。 

体験学習と入塾手続き 



個性を生かし学力を伸ばす―安心・安全な塾― 

塾・アットホームはその名の通りアットホームな環境

（家庭塾）で、学習指導経験豊富なベテラン塾講師夫

妻が、最良の学習指導を親身になって行うものです。

当塾の前身のＡＩＭ(エイム)学習セミナーは、松戸市

稔台で１９８４年に開設、以来３８年間地域の学力を

支えてきました。この間1,000名におよぶ卒業生を送

りだしてきました。２０２２年３月、稔台の教室を閉

校するにあたり、河原塚の自宅を新たな指導の場とし

て家庭塾を開設するものです。教室名を塾・アットホー

ムと改め、学習塾指導歴４０年の経験とノウハウを、

少数精鋭の塾生に注ぎます。 

学習塾指導歴４０年の経験とノウハ

ウを、少数精鋭の塾生に注ぎます。 
代表・谷村志厚（しこう） 

松戸市稔台でＡＩＭ学習セミナーを主宰し塾指導

歴３８年。千葉学習塾協同組合第３代目理事

長、全日本私塾教育ネットワーク第２代目会長を

務める。早稲田大学政治経済学部卒。 

教務長・谷村和枝（かずえ） 

ＡＩＭ学習セミナーの前身谷村英数教室を創業

し、塾指導歴４５年。小中高生の英語指導に精

通し、これまで英検受検者延べ５００名を以上を

指導。英検準１級取得、中央大学文学部卒、立

教大学文学部大学院修士課程修了。 

塾・アットホーム＝安心・安全指導 
個々の生徒に寄り添った適切な指導で、学力の育成と学習意欲の 

喚起、自信の醸成を図ります。 

 

◆指導学年と形式 

 〇小学４・５・６年生 個別指導 算・国・英 

  学校教科書準拠の予習＆復習 

 〇中学１・２年生 個別指導 数・国・英 

  学校教科書準拠の予習＆復習 

 〇中学３年生 ゼミ＋個別指導 数・国・英・理・社 

  学校教科書準拠＋高校入試指導 

 〇高校１・２・３年生 ZOOMオンライン対面指導 英語 

  学校教科書準拠の予習＆復習 

 〇小中高一般 個別指導 英語検定（5.4.3.準2.2級） 

◆生徒数定員 

 小学生８名、中学生各学年５名、高校生４名まで 

◆授業日時 

 火・水・木・金・土（日・月・祝は原則休講） 

 火～金 16：00～18：30（小学生）、18：30～21：30（中学生） 

 土   15：00～20：00（中３理社・英検・特別講座・補習） 

270-2254 松戸市河原塚３５１ 
（八柱ゴルフガーデンそば） 

塾・アットホームの小学生個別授業は科目選択のフリープランです。１教科コース
７,000円、２教科コース1１,000円、３教科コース1４,000円（税別）。受講科
目の組合せで、週１日～４日まで何度通っても月額授業料は定額の通い放題です。 

学年 教科 コース 授業日 

４～６年 
算数  
国語  
英語 

１教科コース 

２教科コース 

３教科コース 

火～金曜日 1コマ50分、以下の時間帯から選択 

Ａ4:00～4：50 Ｂ4：30～5：20 Ｃ5：00～5:50 

Ｄ5：30～6：20   

☆補習算数：学校での予習進度の学習ですが、それぞれの能力に応じて、基礎・

発展いずれも柔軟に対応します。 

☆補習国語：教科書準拠教材を使って予習補習指導と漢字検定のための学習を実

施し、習熟度にあわせて漢字検定に挑戦します。 

☆中学準備英語：前身のＡＩＭでは創立以来３８年、一貫して小学生英語を指導

してきました。生きた英語、中学ですぐ役立つ英語を指導します。中学進学直前

に英検5・４級に合格するのが目標です。 

☆授業は火から金曜日までＡ～Eの時間帯を予約受講します。各コースとも１コマ50分授業で科目が
自由に選べます。追加選択は科目と授業時間がそれぞれのご希望により自由に選択できます。 

☆いずれの教科も個別指導ですから生徒の皆さんの要望にそった指導が受けられます。 

☆生徒３、４名を講師一人が指導する、巡回式の個別指導です。 

千葉県統一テスト（進学研究会）第２回‐８月、第３回ｰ１月 

学年 教科 コース 授業時間 

中学1・2生 

英語 

数学 

国語 

・１教科コース 50分×２コマ/週 

・２教科コース 50分×４コマ/週 

・３教科コース 50分×５コマ/週 

 Ａ6：30～7：20(火～金） 
 Ｂ7：00～7：50（火～金） 
 Ｃ7：30～8：20(火～金） 
 Ｄ8：00～8：50（火～金） 
 Ｅ8：30～9：20（火～金） 

入試ではゼミ＋個別のハイブリッドレッスンが威力を発揮します。 
ライバルと競い合い励まし合い、高校入試に向けてＧＯ！１、２学期の内申点
アップと高校受験学力の完成へ。 

総合３科 英･数･国 
ゼミ 火曜日 

個別 水・木・金から選択 

ゼミ 7:20～9:30 

個別 6：30～、7：00～、7：30～ 

個別２科 理･社 個別 土曜日 個別 4:00～、5:00～、6：00～、7:00～ 

☆５名以内の小数精鋭によるゼミ形式の授業と、個別対応の授業で構成する、「ハイブリッ

ド」な授業形式です。☆、公私立ともに推薦入試には５教科の成績が重要です。ぜひ理社の

個別授業も選択してください。 

千葉県統一テスト（進学研究会Vもぎ） 

合否判定テストとして千葉県統一テストを受験します。実施月は以下の通りです。 

第1回-4月、2回‐8月、3回-9月、4回-10月、5回-11月、6回-1月 

高校受験指導 

中学１，２年生は個別指導となります。それぞれの学力と要望にそった受講がで

きます。中３での高校受験に対応できる基礎学力をしっかり身につけましょう 


