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MAC真成塾の理念
　保護者のみなさんは、今の若者の現状をご存知ですか？

　ある調査機関が一般企業を対象にした調査結果によると、大学の新卒者を 10 人採用して、使い物に

なるのはたった 1人だというのです。最近の若者の傾向としては『分からないことは考えもせず、す
ぐ答えを聞こうとする』『指示をされないと動けない』『指示をされてもやり方を教えてもらわないとで
きない』・・といったことが挙げられるそうです。
　

　学校に通い、塾にも通い、大学も卒業した子なのに・・なぜ？

　しかしこれは若者が悪いのではなく、それまでに受けてきた「教育方法」が悪いのです。

　社会に出てから、活躍できる子を育てたい

　お子さんにはどのような子に育って欲しいですか？勉強ができるに越したことはありませんね。しか

し最近は「成績は良かったけど、自分で考えて行動することのできない若者」がとても増えているので
す。学生の間は正解は一つです。その「用意」された正解を答案用紙に書くことができれば、成績優秀

な優等生とされます。

　しかし、社会に出れば答えは一つではない事がほとんどです。それこそ、答えの無い問題に日々挑戦

し続けなければなりません。私は今まで、高学歴でも仕事ができず社会で苦しんでいる人、逆に学歴は

無くともどんどん大きな仕事をしていく人をたくさん見てきました。これからの時代は今まで以上に「自

ら考え、行動できる力」が必要とされます。しかし、その力は答えが一つの学校の勉強をするだけでは

なかなか育めないのです。

　「勉強を」教えるのではなく、「勉強で」教える

　育脳寺子屋ではオリジナル教材やオリジナルの授業形態で「考える力」を鍛え、自ら考え行動できる

ように指導しています。そのためには幼児から小学校中学年までの間に楽しみながら、正しい学習習慣

を身につける必要があるのです。それ以上の学年になると「教えてもらう勉強」が身に付き、本人のか

なりの努力が無いと正しい学習習慣が身に付きません。

　

　ＭＡＣ真成塾では幼児から小 3までの入塾を推奨しています。それだけ聞くと「早期詰め込み教育」
というイメージを持たれる方が多いでしょうが、全く逆です。テストで良い点数を取るためだけの詰め

込み教育をしなくてもよい子にする為に、早い段階で正しい勉強の仕方と正しい学習習慣を身に付けて
あげる。それが、その学年その学年での入塾を推奨している理由なのです。

　

　ぜひMACで、将来困ることのない正しい勉強の仕方と正しい学習習慣を身につけてみませんか？



募集要項について

幼児部 幼稚園年中～年長（年少さんの場合はご相談下さい）

授　業　日月　謝授業時間
担当の先生と個別に打ち合わせ￥9,900週1回60分

ENGLISHコース 小学1年生～小学6年生
月　謝

￥6,600週1回80分小学1～6年生

コース 授業時間 教材費

1・2学期￥4,400　3学期￥3,300

　〈教材費〉   4・9・1月に各￥4,400徴収致します。
　〈入塾金〉   入塾時に￥11,000徴収致します。

幼児さんが授業を受ける教室幼児さんが授業を受ける教室

幼児クラスは決して「早期詰め込み教育」をするわけでは
なく、楽しめる教材・教具を通して小学校で学ぶ基礎を
固めます。少人数制でのびのび取り組んでもらいます。
ぜひわが子の笑顔で取り組む姿をご覧ください。

Teacher’ s    profile Ｔｏｓｈｉｋｏ　Ｓｕｇａｈａｒａ
京都市の小・中学校での指導経験があり、現在もＭＡＣの指導と平行して非
常勤で小学校に勤務されています。以前は約 1年間ほどアメリカの小・中学
校へＡＬＴ（日本語講師）として勤務されていました。
　　　菅原　敏子【免許】中学校教員免許（英語）・小学校教員免許

ＡＡＡＡ
ＢＢＢＢ

ｃｃｃ

※授業日の時間　水曜日　 【前半】 16：00～17：00
　　　　　　　　　　　　【後半】 17：00～18：00（変更の可能性あり）

〈教材費〉　1学期（4月）・2学期（9月）・3学期（1月）徴収致します。
〈入塾金〉　入塾時に￥11,000徴収致します。

　

ENGLISHコースは京都市の小・中学校の指導経験と、アメリカ
の学校でALT（日本語講師）として勤務された経験のある先生
が指導しています。

　このコースの受講者は、小学６年で英検３級（中３レベル）
に合格したり、中学に入学後連続で１００点満点を取ったりと、
驚くほどの活躍を見せてくれています！

文法も勉強します文法も勉強します

ハロウィンの様子ハロウィンの様子

※幼児クラスと ENGLISH コースは菅原先生が担当されます。



募集要項について

小学部 小学1年生～小学6年生

『正しい勉強の仕方』と『正しい学習習慣』を身に付ける教室。『正しい勉強の仕方』と『正しい学習習慣』を身に付ける教室。
ＭＡＣ真成塾は幼児から小学校低学年を中心に募集しています。

その理由は、小学校の高学年になってから勉強嫌いの子を勉強好きに変えるのは大変だからです。

まだ勉強がそこまで難しくない幼児～低学年の間に学ぶ楽しさに触れ、正しい勉強の仕方や学習

習慣を楽しく身につけると、将来「も～っ、勉強しなさいっ！！！」と叫ぶ必要の無い子に育ちます。

※授業日の時間　月～金曜　 【前半】 16：00～17：20　   【後半】17：30～18：50
　　　　　　　　   土曜          【前半】   9：00～10：20　   【後半】10：30～11：50　

〈教材費〉　1学期（4月）・2学期（9月）・3学期（1月）ごとに上記金額を徴収致します。
〈入塾金〉　入塾時に￥11,000徴収致します。

月　謝

小学3年生以上 週2回80分 ￥11,000

￥6,600週1回80分小学1・2年生

コース 授業時間 教材費

1・2学期￥5,500　3学期￥4,400

1・2学期￥4,400　3学期￥3,300

※月謝にプラス￥1,100で『漢字トレーニング』を加えることができます。
　各学年の新出漢字の練習をし、定期的にテストを受けることで漢字を書けるようにします。

※中学受験も対応致しますので、受験をご検討の方は個別にご相談下さい。

楽しい教材で学びます楽しい教材で学びますみんな集中していますみんな集中しています本は借りて帰れます本は借りて帰れます

（小3保護者Sさん）（小3保護者Sさん）

（小6保護者Hさん）（小6保護者Hさん）

保護者さんが、

わが子の変化を

感じています！



募集要項について

中学部 中学1年生～中学3年生（原則、内部進学）

月　謝
￥29,700週4～5回

指導科目 授業回数

月　謝

￥26,400

￥24,200

￥22,000

￥19,800

週4回～

週4回～
週3回～

週3回

英語・数学・国語・理科・社会

英語・数学・国語・理科・社会

英語・数学+2教科

英語・数学+1教科

英語・数学
指導科目 授業回数

〈中学 3年生　指導内容：5教科＋受験指導〉

〈中学 1・2年生　指導科目：英語・数学・国語・理科・社会〉

〈授　業〉　月～金曜日 　19：00～21：15

〈教材費〉　各教科のテキスト及びプリント代として英語・数学は
　　　　　年間各￥8，800、国語・理科・社会は年間各￥5，500、
　　　　　補助教材費として￥4,400徴収致します。
　　　　　（前期と後期（3月・9月）に半年分徴収致します）

〈入塾金〉　入塾時に￥11,000徴収致します。
　　　　　（中学部から入塾の場合のみ必要）

〈講　習〉　学校が長期休みとなる夏期・冬期には講習を行います。
　　　　　中学1・2年生は自由参加ですが、中学3年生は高校受験
　　　　　がありますので絶対参加となります。

〈模　試〉　中学3年生は年間4回ほど模擬試験を受けます。
　　　　　模試は志望校を決定する大きな判断材料となります。
　　　　　（模試は別途費用がかかります）

小学部で培った自立・自律学習をさらに推し進めます。自立・自律学習が出来るようになれば、
実社会に出てからも指示待ちではなく、自ら考え行動できる人間に育つからです。

※ＭＡＣ方式により個別指導ではありますが、一般的な個別指導より割安な価格設定です。
※原則中学部からの入塾はできませんが、ＭＡＣの「自立・自律学習」を理解した上で、
　そのやり方で頑張るという本人の意思があれば、入塾頂けます。



募集要項について

フリースクール 小学1年生～中学3年生

　フリースクールとは何らかの理由により、学校に行くことが難しくなった生徒が通う場所です。　
　無理して学校に通うのではなく、フリースクールが心休まる居場所になれば、精神的な安定にも
つながり、現状を変えるためのステップになるかもしれません。

フリースクールを利用される方のタイプは大きく以下のように分かれます。

　　　　　　1.   学校復帰を前提とせず、元気回復を目指す
　　　　　　2.   学校復帰を望む子供に対する学習サポート
　　　　　　3.   学習障害や発達障害が原因で不登校になった子供の支援

　MACでは原則個別対応、もしくは少人数対応をしていますので、1～3すべてのケースに対応
致します。

　以前も「不登校だったがMACに通うようになり、学校に通えるようになった」「学校には通え
ていないが、学校の学習をMACで補えている」「午前中にMACに来てから学校に行くリズムが
できた」など、様々なケースがありました。

　たくさんのお子さんをお預かりしている経験から、様々なアドバイスができるかと思います。
気になる方はぜひ一度ご連絡下さい。

まずは電話か面談にて状況を詳しくヒアリングさせて頂きます。
その上でどの様に対応するのが一番良いかを相談の上、授業内容等を決定致します。
上記に定めのない場合は個別に授業時間・月謝等ご案内致します。



MAC真成塾　塾則 （必ずご確認下さい）

【遵守事項】

育脳トライアルは1冊終わるごとに感想文の提出をお願いいたします。提出を忘れた場合、その日
は育脳トライアルに取り組むことができませんのでご注意ください。

【欠席・遅刻】

①やむを得ず欠席・遅刻をする場合は必ずご連絡（電話・メール）をお願いいたします。電話連絡は
　原則保護者にてお願いいたします。（友達に伝言を頼まないこと）
②「体調を崩しての欠席」・「学校関係での欠席」は授業の振替が可能です。旅行や家庭の用事による
　休みの場合は振り替えができませんのでご注意ください。

【休講日】

①日曜・祝日（振替休日）はお休みです。
　※原則祝日の振替授業はございませんが、週1回（小学1・2年生）のみ振替をお受けいたします。
②夏季・冬期の休講日は別途連絡します。
③春季・ゴールデンウィーク等休講日は別途連絡します。

【自然災害時の休講措置】

授業1時間前に暴風警報が発令されている場合は休講になります。
　※その他警報の場合、授業は行いますので休むかどうかの判断か各ご家庭でお願いいたします。
　※警報で休講になった場合の振替はございません。悪しからずご了承ください。

【忘れものに関して】

詳しくは別紙にて説明させて頂いていますが、頻繁に忘れ物があった場合は、授業に参加できず、
80分座って待ってもらうこととなります。（これは決して「罰」を与えるのが目的ではなく、以後忘れ物
をしないようになってもらう為の措置です。ご理解とご協力をよろしくお願い致します）

【授業料の引き落とし】

毎月の授業料は郵便局の「自動払い込み」にて、毎月10日に自動引き落としとなります。口座をお持ち
でない方はお手数ですが新規でお作り下さい。
　※10日が土日祝日の場合は、その翌営業日が引き落とし日となります

【冷・暖房費】

冷房費を６月、暖房費を12月に￥1，100～￥3，300徴収致します。
　※通塾回数により金額が変わります。事前に塾報にてご連絡します。



育脳寺子屋育脳寺子屋育脳寺子屋

   幼  児  部

   小  学  部

   中  学  部

　 高  校  部

一般 ・ 指導者

秀彩書写書道教室秀彩書写書道教室秀彩書写書道教室



秀彩書写書道教室の理念
　秀彩書写書道教室では、お手本を見ないで綺麗な文字が書けるように指導します。書を通
して、教養のある豊かな人間を形成する事を目指しています。

　幼児さんから中学生については、文部科学省学習指導要領に基づき、以下のような書写の

基礎・基本がマスター出来るよう指導いたします。

　　　①姿勢や用具の持ち方を正しくして書くこと。

　　　②文字の形に注意して、筆順に従って丁寧に書くこと。

　　　③点画の接し方、交わり方、方向などに注意して文字を正しく書くこと。

　　　④毛筆においては、　

　　　　  1.　点画の始筆、送筆（折れ・曲がりなど）、終筆（とめ・はね及びはらい）

　　　　　　などに注意しながら文字を丁寧に書くこと。

　 　　　 2.　点画の長短、方向に注意しながら文字を正しく整えて書くこと。

　  　　　3.　文字の形、大きさ、配列などを理解しながら書くこと。　

　

　一般の方に関しては、書を楽しみながら、教養を高めて頂くことを目指して指導します。

　

　また指導者を目指す方や筆耕を仕事にする方にはより上達できるように指導致します。

当教室は幼稚園・保育園・高校・大学の卒業証書の筆耕も行っており、
一般の生徒さんは高島屋や大丸、リーガロイヤルホテルやホテルオークラ
の筆耕部門で活躍なさっています。

秀彩書写書道教室は京都で一番きれいな文字を書けるようにします。秀彩書写書道教室は京都で一番きれいな文字を書けるようにします。秀彩書写書道教室は京都で一番きれいな文字を書けるようにします。

生徒さんの作品生徒さんの作品 コンクールでは上位賞を受賞していますコンクールでは上位賞を受賞しています



書写教室の募集要項

幼児～高校生 文部科学省の学習指導要領に基づき指導

月　謝

￥8,250

￥5,500

￥5,500

90分授業×週1回

60分授業×週1回

60分授業×週1回

硬筆  ＋  毛筆

毛筆

硬筆
コース 授業時間

〈幼児～高校生の月謝（幼児さんは硬筆のみ受講可）〉

〈授業日〉　幼児・小学生　(月・水・金) PM4:00～6：00　
                                                       (土)       AM10:30～

　　　　　　中・高生　　　  (月)       PM7：00～8：30

〈道具代〉　実費分徴収（個別に金額をお伝えします）

〈入塾金〉　￥5,500（税込）徴収致します。　　

※指導時間は基準とする時間なので、前後する場合がございます。

※夏（６月）・冬（１２月）には冷暖房費各￥1,100 頂きます。
※該当者は夏の大会（毎日新聞・関書連主催）と冬の日本武道館書き初め展に出品して頂きます。
　その際の出品料は別途頂きます。
※書写授業は検定制度に基づいて指導していきます。毛筆検定は年 4回必ず受験して頂きます。
　その際の検定料は別途頂きます。
※第 5週（5回目）の授業は休みと致します。（祝日がある場合は第 5週目も授業があります）
※月謝は年間費用を均等割りして算出してあります。

普段の授業のようす普段の授業のようす

特別講習会の様子特別講習会の様子

小学生の練習ノート小学生の練習ノート小学生の写真を教室に掲示しています小学生の写真を教室に掲示しています

大会で学年全国 1位を受賞し、東京の表彰式に出席してきました大会で学年全国 1位を受賞し、東京の表彰式に出席してきました大会で学年全国 1位を受賞し、東京の表彰式に出席してきました

表彰式表彰式



書写教室の募集要項

一般～指導者 個々のレベルに合わせ指導

￥8,80090分授業×週1回硬筆  ＋  他コース

月　謝

￥9,900

￥6,600

￥6,600

90分授業×週1回

60分授業×週1回

60分授業×週1回

硬筆  ＋  毛筆

毛筆

硬筆
コース 指導時間

〈一般～指導者の月謝〉

〈授業日〉　(火・金・土) AM10:30～12：00

〈道具代〉　実費分徴収（個別に金額をお伝えします）

〈入塾金〉　￥5,500（税込）徴収致します。　　

※指導時間は基準とする時間なので、前後する場合がございます。

※夏（６月）・冬（１２月）には冷暖房費各￥1,100 頂きます。
※該当者は夏の大会（毎日新聞・関書連主催）と冬の日本武道館書き初め展に出品して頂きます。
　その際の出品料は別途頂きます。
※書写授業は検定制度に基づいて指導していきます。毛筆検定は年 4回必ず受験して頂きます。
　その際の検定料は別途頂きます。
※第 5週（5回目）の授業は休みと致します。（祝日がある場合は第 5週目も授業があります）
※月謝は年間費用を均等割りして算出してあります。

普段の授業のようす普段の授業のようす 生徒さんの作品の数々生徒さんの作品の数々



教室のご案内

育脳寺子屋ＭＡＣ育脳寺子屋ＭＡＣ育脳寺子屋ＭＡＣ
ＭＡＣ真成塾 ・秀彩書写書道教室

〒616-8156京都府京都市右京区太秦西野町20 （嵯峨野小学校東側 ・西高瀬川沿い）

☎（075） 871-0374
メール ： mac.terakoya@gmail.com

メールは
こちら！

それぞれのコースは以下の教室で授業を行います

小・中学部はらせん階段を
上がった二階が教室です
小・中学部はらせん階段を
上がった二階が教室です

周辺拡大図

幼児部
ENGLISH
幼児部
ENGLISH

秀彩書写
書道教室
（事務所）

秀彩書写
書道教室
（事務所）

小学部
中学部
小学部
中学部

※フリースクールの生徒は面談の上で教室の場所が変わります※フリースクールの生徒は面談の上で教室の場所が変わります

⬆
事務所に御用の方は
こちらへお越しください。


