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【Google  KJスタディジム】　　　　　　 　　　　【河原塾ホームページ】 
    最新写真、イベント告知　　　　　　　　　　　　　 
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各教室アクセス
KJスタディジム（教室）0705-453-1679　　 

KJ-educational lab.事務局　KJ-Studio
茨城県土浦市港町1-5-7　カインドステージ1002　☎029-869-8470 

KJ−スタディジム 土浦駅前教室  
茨城県土浦市桜町1丁目15-11　５F　☎070-5453-1679 

霞ヶ浦教室
茨城県かすみがうら市深谷2965-8　 
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河原塾（KJ）学習について
スタディジム(KJ-StudyGym)では、PMSという指導が行われています。 

勉強して劇的な成績アップをするために、心理学、脳科学的に有効なことを取り入れた、
いわゆる”勉強するためのジム”です。KJのPSM学習法が、大きく子供を変えます。 

 

S「勉強」　１コマ50分 

指導歴30年のKJ学習法が確立されています。わからない
箇所があったら、すぐにその場で、塾超やチューターに
質問して解決させます。また、苦手単元などには、わか
りやすさNo1の塾超授業（映像）をipadで各自受講する
ことが出来ます。さまざまなツールを用いながら最高品
位の勉強が出来ます。 
 

M「マインドフルネス瞑想」* 60分毎2分

KJではPMSという勉強法を覚えますが、その中でとても
重要なのがこの瞑想です。今や世界中の一流企業でも取
り入れられている瞑想をわかりやすく指導、そして学習
の合間に上手に組み込むことによって、脳にとって大き
な効果が得られます。これは、そのまま受験本番への大
きな武器となります。 
 （＊河原塾は、いかなる宗教団体とも一切関係はありません。） 

 

P「運動（ウォーキング）」必要時５分

人間の集中力は30分が限界です。それを長時間やるには
瞑想と共に軽運動が必要です。肉体と脳は密接な連携が
あり、運動によって頭脳がより活性化します。教室では
ウォーキングマシーンにVRをつけて、実際に霞ヶ浦湖畔
を散歩しているように運動出来ます、その自然の中で脳
はリフレッシュされまた次の勉強につながっていきま
す。 

これら３つ（PMS）を科学的に組合せ、現代の教育に必須の指導を、ワンフロアーで展開してい
ます。生徒は勉強しながら長時間、無理なくじっくりとスタディジムで過ごし、脳を最適化、強化
させ学力を大きく上げることが出来ます。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくは、ウェブサイトにて　検索＞　KJスタディジム 
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本校講師
本校には、総長を中心に、チューターがいます。 
チューターは、全員が河原塾卒です。 
もちろん、生活に置いても勉学においても、KJの指導方針の元で育ってきたので、後輩た
ちに、勉強のマインドセットを伝えるには最適な人材です。安心してお任せ下さい。 
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KJの２つの学習コース
STEP1　あなたは、①通塾、②自宅受講（ホームスクール）　
　　　　　　どちらのクラスが最適でしょうか？
まず、あなたがお住まいの場所は、通塾可能圏でしょうか？それとも、遠方で通塾は難しいでしょうか？ 
河原塾は、次世代の塾システムにて、自宅受講ー通塾と、全てのスタイルに対応しています。そしてどのク
ラスでも同じ授業を受講することが可能です。 

①教室通塾コース　中高生
　　スタディジム（土浦駅前教室）霞ヶ浦教室への通塾コース 
　　・メリット　   直接教室に行き臨場感をもって指導をうけられる　　 

 　  ・デメリット　遠方不可。 

②KJホームスクール　中高生  
　全国から自宅よりKJ授業へ参加（PC、タブレット＋プリンター、メール必須）
　・メリット　　遠方可　全時間受講可　総長からの指導時間が長い　ジムに休日フル（最高21時間）で通える  

 　・デメリット　パソコンやネットを使うので、自制心の無い子には不向き　臨場感が無い 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
FAQ 
 
Q.個別ですか集団ですか？
A.個別と集団のいい部分を、取り入れたハイブリッド形式（仕切り無し個別）です。

Q.どういうことを教えてくれますか？
A.最終的に自分で考え、勉強が出来るようになるノウハウを教えます。依存体質を改善します。
 
Q.子供が総長に直接質問は出来ますか？
A.もちろん出来ます。本校授業には、ほぼ常駐しています。
 
Q.何教科ですか？
A.英国数社理の５科出来ます、ただし決まった授業枠ではなく、
その子にその時に必要なものを時間内に合わせて指導します。
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その他HPにたくさんあります。



①教室通塾クラス 
河原塾は、現代の乱れがちな中高生の生活習慣を正して、自ら学習に取り組む方法を教え
ます。子供たちの”無限の可能性”を現実化させるために新しく授業コースを完全再編成し
ました。ひとりでも多くの中高生に新しい”気づき”を与えていきたいと思っております。 

【教室と学習コース】 

1.授業取得方法 
・取得コースの時間数を自由に割り振ります。 
・各教室の開講時間内で、１回、最低1時間以上を取得して下さい。 
・開始時間は、毎時丁度、毎時30分からです。 
・その月に、時間数を使い切れなかった場合は、翌月まで持ち越しが可能です。 
　（ただし、翌月持ち越しのみでは受講出来ません。） 

 
　　 
●最新スケジュールはこちらから 
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２．教室通塾クラスには、中学部高校部とも時間数でのコースがあります。 

　◆小中学部授業料　2019,10月改定（消費税10％込） 

 
　各学年にはWEB授業（自宅で受ける授業）が含まれます。

＜WEB授業 とは？（中1,２,３年）毎週水曜 月3回＞ 
通常、塾で受ける授業を、インターネットを利用して、家庭で受けるようにしたシステムです。
河原塾では、塾で受講する授業は、家庭で受けても同じ質が保てることに着目し、中学生にとって最も大切である、「家庭での自主学
習」をさらに定着させる目的で、毎週（月３回）、家庭で生放送を受講するシステムです。

（中学部のみ） 
■茨城統一テスト（実施月のみ） 
　4,000円　　1，2年　夏冬講習時、　3年　年間全6回 
  
■授業延長オプション　SK＝「習慣と継続」の意味 

SKオプション取得ルール、各学年の最高時間数（小学生＝14時間、中1＝20時間、  
　　　　中2,3＝26時間コース）を終了後に追加取得出来ます。 

 

・SK10　（通常授業＋10時間延長コース）  8,150円 
・SK20　（通常授業＋20時間延長コース）14,250円 
・SK30　（通常授業＋30時間延長コース）18,300円 
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（このオプションは、各学年の最高時間数を超えてたくさん勉強したい人のため 
　の特別コマ数で、通常授業より割安になっています。）



　◆高校部授業料　高卒部は別紙　2019,10月改定（消費税10％込） 

・受験コース（受験オレンジ、受験アクア、受験ブルー、受験ゴールド）　 
　高3向けの「完全個別」受験戦略プログラム（KJ−ストラテジー）です。 
　生徒の現学力、志望大学、学習時間、学校課題などを面談でヒアリングして全体バランスを見ながら、 
　状況に適切な、最も有効な参考書を厳選し、組み合わせる高度学習プログラムを作成します。 
　大学受験生は、この個別に作成されたプログラムに沿って学習していけば、確実に学力が上がります。 
  
◆その他の諸経費  
入塾金：22,000円 
授業料(月謝)　クラス、コースによる上表参照  
前期4月(～9月)　　後期10月(～3月） 
 
■テキスト各種5科、分析テスト代（中学） 
・小学部　前期5,000円　後期5,000円 
・中学部 
　１年　　前期12,000円　後期12,000円 
　２年　　前期12,000円　後期12,000円 
　３年　　前期22,000円　後期22,000円 
  
・高校部（参考書代*） 
　１年　　前期12,000円　後期10,000円 
　２年　　前期17,000円　後期15,000円 
　３年　　前期28,000円　後期 国立25,000円 私立15,000円 
　*預かり金から、必要なものを購入していきます。明細書を半年毎にお渡しします。 
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■授業機器管理費（授業料に含まれています） 
　500円/ 月 
■消耗品代　印刷代、用紙代、各種ファイル代 
　年2回　前期 8,000円　　後期8,000円  

生活習慣を大改善する「毎週火曜日の朝ジム」

朝6：30のジムの様子　多くのKJ生が登校前に6時からスタートして１～２時間勉強します。 
 

毎週火曜日は、登校前にジムが開講します。６：００にスタートして８：３０頃まで、
自由に朝学習が出来ます。何時間いても、１時間（１コマ）扱いですのでお得で、しか
も朝の生活習慣が改善出来ます。

毎日の朝学（朝ナマ）
総長は、塾指導外で、YouTube総長チャンネル、ニコ生「不道徳チャンネル」にて、毎朝
5:00−7:30（生放送）で、みなさんに広く朝学を奨めています。朝1時間の勉強を継続する
ことにより、最強の学習法を身につけることが出来ます。参加無料どなたでも！ 

総長のYoutubeチャンネル（ぜひ、ご登録下さい。） 
・朝ナマ 
・質問箱 
・各種動画 
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②最新鋭KJ−ADホームスクール
　授業日時間及び内容は、「①教室通塾クラス」と同じです。 

 

　　　全国各地（神奈川、東京、千葉、埼玉、愛知、茨城、静岡）から、2017ゴールデンウィークSPに 
　　　集まったAD生（中１～３）たち。両脇は本校・高１生が、暖かく出迎えてくれています。 

特徴 
・通塾の必要がないので、タブレット、スマホ、PCでどこからでも受講可能 
・学校のある平日はらくらく自宅受講し、教室の緊迫した空間に自宅でどっ 
　ぷり浸かる 
・週末や連休などは、可能であればスタディジム（中1,2年＝14時間、中3～高3＝ 

　21時間）に参加することも可能 

最大のメリット＝多くの時間*、ネット配信を利用し、総長と直接つながって、 
　　　　　　　　たくさんの指導やアドバイスを個々に受けられることです。 

  
 

❐あなたのお子様が、今どんな状態であろうとも無限の可能性を引き出します。
❐総長の特殊コーチングが、あなたとお子様を確実に変えていきます。 
❐突然のお子様の激変に、あなたは親としてかなり驚くことになります。
❐お子様に何か悩み事があるならば、今すぐKJホームスクールにお任せ下さい。
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ホームスクール各学年の内容（通塾生と同じ） 
  

中学１,２ 

●学習面　勉強のやり方や順番を中心に随時具体的なアドバイス 
　　　　　　　・学校ワークのやり方、順番、回数 
　　　　　　　・テントレ（eトレ）学習法 
　　　　　　　・忘れ物リストの作り方 
●生活面　マインドセットの基礎を学びます。 
　　　　　　　・時間の作り方 
　　　　　　　・習慣と継続（早起き、朝学、食事、姿勢） 
　　　　　　　・いろいろな物事の考え方 
  
中３　上記に加え、志望校に合わせた各教科の具体的な受験指導 
  

高校１，２ 

●学習面　大学受験に向けての日々の勉強や内容を具体的にアドバイス 
　　　　　　・学校課題のやり方 
　　　　　　・KJ-ストラテジー基礎の開始 

●生活面　マインドセット中級を学びます。 
　　　　　　・時間の作り方 
　　　　　　・習慣と継続（早起き、朝学、食事、姿勢） 
　　　　　　・いろいろな物事の考え方 
  
高３　　志望校に合わせた、各自のKJストラテジーを設定、週間の予定を合格日 
　　　　記で作成し、その経過を専任アドバイザーにより評価、アドバイスして 
　　　　いきます。 
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 入　塾　願　書 

＊入塾後、初めの1ヶ月にて、万が一、授業に適応出来ないなどのケースがある場合、入塾を取り消し 
　させていただく場合があります。その際、入塾金、および教材費の一部は、返却いたします。 

　　　上記規約に同意します。□（チェックして下さい。） 

申込日　　　令和　　年　　月　　日 紹介者（1名のみ）　　　　　

生徒氏名（ふりがな） 学校名　　　　　　　　　学年　　年

部活・習い事など

住所　〒　　-　　 電話 
　　　　　－

保護者名 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 

メールアドレス（必須・保護者様の携帯） 
　塾からの“重要お知らせメール”が届きます。 

　　　　　　お預かりしたアドレスは、塾のみの使用で二次使用はしません。 

希望受講クラス（□をチェックして下さい） 
 
□ホームスクール KJ-ADアドバンスクラス 
　□教室通塾クラス 
　◉小中コース選択　　　　◉高校部コース選択 
　　□月 ８時間コース　　　   □オレンジ 
      □月14時間コース　　      □アクア 
      □月20時間コース　　　　□受験アクア 
　　□月26時間コース　　　　□ブルー 
　　　　　　　　　　 　　　   □受験ブルー 
                                           □ゴールド 
　　　　　　　　　　　　　　 □受験ゴールド 
　　　　　　　　　　　　 　 
　　　　　　　　　　　　　 　

河原塾をどうして知りましたか？ 

●起床時間　平日　　：　　　頃 
　　　　　　休日　　：　　　頃 
●就寝時間　平日　　：　　　頃 
　　　　　　休日　　：　　　頃 

●現在の勉強時間 
　　　　　　平日　約＿＿＿時間 
　　　　　　休日　約＿＿＿時間

国公立志望校 
（１）      
　　　　 
（2）  　　

　私立志望校 
（１）    
  　　　　　　 
（2）      


