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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　　　　　　　　　　　　　 

毎日の朝学（朝ナマ）朝の生放送
毎朝６：３０−７：３０にいろいろな話題での朝一番の生放送があ
ります。朝のラジオ体操、10分瞑想のから始まり、総長のフリー
トークがあります。朝イチでためになることがたくさんあります、
必聴です！匿名相談もあります。 

 

別人教室
朝ナマでお話した、これまでの重要なトピックを集めた音声ブ
ログです。必ずためになります。 

 

総長の公式ライン（ぜひ、ご登録下さい。＊） 
・一般の方への情報 
・塾生へのお知らせ 

　*入塾の際は登録必須です。 
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指導理念


ここは仏教の教えでこころを整え、
そして受験勉強をする場所です。

　　特定の宗派を推奨したりする、宗教団体ではありません 

  
わたしたちの生活には常に”不安・悩み”がつきまとっています。先の見えない現実、さら
にコロナ禍。そんな中で、受験勉強も続けていかなければならないのが今の子供たちの現
実です。 
  
その”不安・悩み”は人の行動を確実に止めてしまいます。どんなに指導を受けても不安定
な心理状態では決して多くは身につきません。成績不振の子の多くは、不安や悩みがある
からです。 
  
「如何に不安に打ち勝って学習に取り組んでいくか。」ということが大切なのです。 
  こんな時こそ、答えを出してくれるのが、数千年の歴史をもつ”仏教の教え”です。 
  
残念なことに、こどもたちは（大人も含め）日本に居ながら、その教えの多くを知りませ
ん。  
長い間受け継がれたものは普遍的な真実性があります。 
  
わたしたちは、それらを子供たちに解りやすく伝えながら、長い間、受験指導を続けてき
ました。 
 
今、ネット教室では、登校前の毎朝のアファメーション、瞑想、心構え（マインドセット）
などを指導することによって、多くの子が見違えるように元気になっています。 

そしてすぐに周りに流されない安定したこころを持ち、不安な将来に向けても、生き生き
と目標をもった勉強が出来るようになっていきます。  
  
精神的なサポートを軸として、悩み多き生徒に生きる意味、この時代に最も必要とされる
物事の本質をしっかり捉えさせ、34年の指導経験から信頼のおける受験指導を進めてま
いります。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河原塾総長　河原利彦
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新時代塾活用法のススメ 

実は、休校中多くのこどもたちがダレている時に、塾生の97.8％は、生活習慣を

維持し、大きく学力を伸ばしていた事実がここにあります。 

コロナ禍は多くの事をわたしたちに教えてくれました。そのひとつに、休校中に多くの依

存体質の子供たちは、自分では（せいぜいゲームくらいしか）何も出来なかったというこ

とです。 

学校が無いから当たり前だ、と思うのは危険な考えです。学校が無くても親に言われなく

とも、ゲーム等を制限してしっかり学習を続けられた子たちもいるからです。その秘密は

何でしょうか？ 

  

それは頭の良さには関係なく、有効な”監視”があったからなのです。人は監視されれば、

それなりに自制出来ることは容易に想像出来ます。例えば、図書館に行けばみんなが勉強

してるから自分もする、塾に行けば先生がいて監視されるから勉強をするようになるとか

です。しかし週2,3回通塾では習慣化は難しいです。今、塾に週数回、通っているお子様

は、他の日に自主的に勉強していますか？塾日は、勉強しても他の日はゲーム三昧に戻っ

ているのではないでしょうか。 

河原塾のネット教室に入れば、毎日のお子様の学習の適度な”監視”があります。先生や友

達から常に見られている感覚で学習をしていけば、いつしかそれが立派な「習慣」になっ

てしまうのです。”監視”には、コーチングやメンタリング技術が入っているので、決して

やらされ学習にはなりません。どんな子でも、いつしか自分からしっかり学習していける

体質になっていくのです。 
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リアルよりリアルに！StayHome StayKJ 

土日開講のスタディジムは密を避けるために　　　　並行して進行するネット教室12名ｘ10室 
定員の半数20名の予約制　　　　　　　　　 

KJネット教室は2種類あります。 
①学習室（Whereby）で自分の勉強し個別質問などをし 
②ZOOM教室で一斉業を受けます。 
　授業例（8月夏季集中講座） 

【授業スケジュール】（季節講習時は時間が変わります。） 
○毎⽇    ５：００７：００  朝学(ラジオ体操、１０分瞑想) 
      １６：００１８：００ネット教室・１部 
    １８：００２０：００ネット教室・２部 
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○⼟・⽇   ８：００１２：００ネット教室 
                  ９：００１２：００ジム教室開講（予約制） 

  
KJネット教室 Q&A

Q1.生徒からの質問には、すぐに対応してもらえるのでしょうか?  
もちろんです。意外かもしれませんがKJネット教室が一番得意とすることです。生徒と講師が 1対
1でじっくり質問出来る「個別質問部屋」があります。学習相談なども出来ます。

Q2.複数のネット教室があるようですが、一人一人に対応してもらえるのでしょうか?
はい、各教室には講師が常駐していますので細かく学習の様子をチェック出来ます。こちらか ら
声掛けして状況を確認するなどリアル以上に細やかな個別対応が可能です。 

Q3.コロナが落ち着いたのでネット教室より実際に通塾したほうがいいのでは?
このコロナ禍で塾生が学んだ事は、新しい時代の学習方法です。とにかくKJネット教室に入れ ば
時間を有効に使えるということです。例えば、平日など部活などで少ない勉強時間を送迎や通 塾
時間でどれだけ無駄にしていたかということです。平日は帰宅したらすぐにネット教室が学力 
アップの基本です。 

Q4.それでも直接指導を受けたい場合はどうすればいいですか?
土日は、直接質問などを受けるリアル教室が開きますので、そこに参加して学習することも出 来
ますので両方を有効にお使いください。教室は出来る限りのコロナ対策を徹底しています。  
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その他HPにたくさんあります。



2020年度後期の授業形態とクラス 

新型コロナウィルス感染症に伴う社会混乱、学校休校時に始まった2020年度、KJでは、ネット教
室での新しいシステムを駆使して新学期を開始しました。そして、3月の春休みから続いた休校時
に毎日開講して学習時間と生活習慣の維持しつつ、7月まで学習支援を続けてまいりました。 

そしてこの夏は、そのコロナ禍で構築した新しいシステム（ネット教室とリアルジム教室併用）を
最大限に利用した「夏季集中講座」の開催でした。これまでに不可能だったリスニングなども含
め、毎日学年別に授業を実施し、短い夏休みに関わらず大きな成果を期待しております。 

さて、9月からの2学期スタート時の授業形態ですが、アンケートでも大多数の希望である、これ
までのジム教室だけのスタイルではなく、平日は「ネット教室」を併用をし、大幅に授業時間を
増やしていくことに決定しました。これは特に受験生にとってはとても意味のあることで、時間
を有効に使うために最大の学習量が実現できます。さらに、これまで十分に体験している新しい
カタチのZOOM授業を今までの何倍もの量で実施していくことにしています。 

１．概要 

このように、概要をまとめると時間数では約3倍、一斉授業時間2倍など、新授業システムの有効
性が圧倒的にお分かり頂けると思います。特に、１時間でも時間が欲しい受験生にとってみれば
最高の環境で、学校前の２時間と、去年までは実現できなかった無休での開講となります。 

２．授業料（兄弟割引、紹介割引あり） 
●高校部 

2019年度まで 2020年（9月より）

月開講時間数 
開講時間中で自分の決めた
時間数を入室します。 
（学年基準は別表を参照）

最小12時間　～　最高80時間 

●ジムのみコース 
（高校）オレンジ、アクア、ブルー、ゴールド 
（中学）８，１４，２０，２６コース 

200時間以上 
●ネット教室（毎日） 
 早朝　５：００-　７：００ 
 午前　８：００-１２：００（土日,休日のみ） 
 夕方１６：００-２０：００ 
●ジム開講時間　土日３時間ｘ２ x4週＝２４時間 
　　　　　　　（５週目は休講）

月授業数 
   Zoom一斉授業

（中学）４回～８回 
（高校）個別対応

（中学）８～16回 
（高校）４～８回  個別対応
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●小中学部 

 
＊高校部AD生は教材費を預かりません。必要な教材等は各自で購入していただきます。 
　（AD生＝完全オンラインで参加の生徒）  

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

2019 ２０２０（９月より）税込
●オレンジ（12時間） 
　1,2年　18,800円 
●アクア（24時間） 
　1,2年　25,400円  3年  34,600円　　 
●ブルー（48時間） 
    1,2年  33,100円  3年  42,200円 
●ゴールド（80時間） 
　 1,2年  44,300円  3年  53,400円

●高１  25,000円 
●高2　30,000円 
●高3　40,000円（4月～7月） 
　　　  55,000円（9月～2月） 

新システムでは、これまでのような時間数取得ではなく、完全学年別
の一律料金となります。

2019　税込 ２０２０（９月より）税込
　８時間コース　15,250円 
１４時間コース　20,350円 
２０時間コース　26,250円 
２６時間コース　31,000円 

●SK（時間追加OP) 
20時間14,000円 
30時間18,000円 
（中３受験生が全員取得） 
受験生は45,000～49,000円

　小学  22,000円 
　中1　22,000円 
　中2　28,000円 
　中3　33,000円（4月～7月） 
  　　　40,000円（9月～2月） 
●ジムだけコース（18時間まで） 
　小,中１ 19,000円 
　中2 　  25,000円 
新システムでは、これまでのような時間数取得ではな
く、完全学年別の一律料金となります。
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　■ネット授業機器管理費 　　 
　　　年２回　前期 8,000円　後期 8,000円 

【これまでのKJ-AD、KJ-ADhi（ホームスクール）生に関して】 
内容の充実、時間数の大幅増加に伴い、通塾生との差がありませんので料金は統一されます。 
＊ジムに来れない等のAD生に関しては特典（テントレネット50枚/月）が付きます。 

教室アクセス

・KJスタディジム（教室）0705-453-1679　　 

・KJ-NET教室（ZOOM／Whereby） 

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 
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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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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。）
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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。 

希望受講コース/クラス（□をチェックして下さい） 
　コース　□ジム＋ネット併用コース 
　　　　　□ネット教室専門コース（KJ-AD） 
　　　　　□ジムだけコース 
　＜クラス選択＞　　　　 
　　□小学　 
　　　□中高一貫校 
　　　□中高一貫校補助　     
      □中1　　       
      □中2　　　　 
　　□中3　　　　 
　　□高１ 
      □高２ 
　　□高３ 
　　□高卒　　　　　　　　　　 　 
　　　　　　　　　　　　　 　

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）      


