
地域No.1!!地域No.1!!
講師力 面倒見アットホームIOO みつわ台学習教室IOO みつわ台学習教室

11 月～２月末まで

https://chiba-naraigoto.jp/service/2719/

キャンペーン併用につき、
講習会あつかいで受講できます。
維持費・運営サポート費なし。（入会金がかかります）

期間

なぜ半額に
できるのか？

新規授業を千葉市が半分負担して
くれるからです！！

みつわ台 IOOでは

詳しくはコチラをご確認ください。
を使用することができます。

こども未来応援クーポンこども未来応援クーポン

千葉市子ども未来応援クーポン 検索

どこよりも面倒見が良く、一人ひとりに熱中指導・わかる授業！

授業料が今なら授業料が今なら

アイ　オー　　　オーアイ　オー　　　オー

半 額半 額半 額半 額
につき、

その他さまざまな授業があります。この機会にお試しください！

小学生向け 60分個別授業1対2

10,800 円

10,000 円

9,600円

9,200円

5,400円
5,000円
4,800円
4,600円

小6

小5

小4

小3

（別税）

オンライン授業

（別税）

（別税）

（別税）

6,980 円 3,490円（別税）
月 /4回

月/4回

月 /4回

月 /4回

月 /4回

※半額の対象は３月上旬までにお支払いいただいたものに限ります。

※入会時のみ【入学金】・【教材費】がかかります。

　　　今まで 90分授業のみでしたが、
新たに 60 分の授業を開設します

以下

講習会も できます!半額半額
秋期講習 10 月 10 日～12 月 15 日
冬期講習 12 月 16 日～　2 月 28 日
春期講習  3 月 1 日～　4 月 7 日

みつわ台近隣でなくても場所を気にせず講座を

受講できる　　　　　　　　　　　　もあります。
　　　　　　　　

詳しくは QR コードより
　　　　　　　　お願いします。

詳しくはこちら▶

小学生の募集を拡大します！

月4回　1回 /60分で 1,350円（小６の場合）

　毎週水曜　16:45～17：35（50分）

月 /4回

小学英語　50分授業

定期テストの対策
　　をやっていこう

理・社・国　授業中2

小集団

（別税）

7,200 円 3,600円1 科目
月 /4回

60 分授業
11月～3月まで

来年受験生の
君たちへ

90 分授業（全7回）

16,100 円 8,050円（別税）1 科目
全 7回

集団

国・数・英・理・社　授業中3
受験生

12 月 19 日～
　1月 9日まで

月/4回 11 月～5月まで

1回 /1,000 円未満で授業が受けられます！安心して通えますね！

18,000 円 9,000円（別税）全3回

冬期講習期間内
　　  入試直前講座

中3
受験生

/ 全3回

模試形式の
テストの解説まで行います。

1月16日 1月30日 2月13日

7,200 円 3,600円（別税）月 /4回

リスニング講座中3
受験生

11 月～２月まで

公立高校入試では 33%は

自分で練習ができない子 3,4 ヶ月強化してみませんか？
リスニングの配点です。

60 分授業

6名限定小3 小4

小5

『千葉市習いごと応援キャンペーン』

理科 土曜日20:30～21:30

社会 月曜日20:30～21:30

国語 土曜日19:00～20:00
※１科目のみの受講も可能です。

火曜日　20：00～21:00



フリースクール Co-Labo では

フリースクールって何？
フリースクールとは、何らかの理由から学校に行くこと
ができない、行かない、行きたくても行けない……とい
う子どもたちが、小学校・中学校・高校の代わりに過ごす
場所です。事情を抱えるたくさんの子どもたちを受け入
れ、学びの場を提供しています。主に先生やお友達とのト
ラブル、体調不良、勉強の遅れ、朝が起きれないなどの
お子様を対象としております。

私たちは、学校に行くことは強制しません。強みを作って
自信を持ってもらうことを、一番の目標にしています。
2020年 10月より、中学生の受入れも開始します。
まずは体験会からお申し込み下さい。
過ごし方は自由ですが、PC が自由に使えるので機械が好き
な子に特におすすめ。何をしよう…と悩んでいるお子さん
には、夢中になれることを一緒に探します。

お問合せ先
043-290-1118

E-mail freeschool.colabo@gmail .com
〒264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台2-5-15 Fax: 043-306-8885

営業時間/15:00~21:30https://www.facebook.com/freeschool.colabo/

毎 週 水 曜 日  フ リ ー ス ク ー ル 体 験 会 実 施 中 ! !

16 時からの個別指導塾も好評開校中。成績にお悩みの方もご相談ください! !

ＨＰをリニューアルしました！
午前　   9：00～12：00
午後　13：00～16：00
通し　   9：00～16：00

オンライン授業（IOOみつわ台学習教室と共通）もあります！！
基本的には対面授業を推奨しおりますが、「自分で勉強を進められ
るけど、学校にはいけない」という生徒を対象にした講座もござ
います。１対１の講座を用意しておりますが、ご要望などありま
したら遠慮なくご相談ください！

が
オススメです！！

★通い放題（午前・午後）

みんなの居場所、
　　　　 ここにあります。
みんなの居場所、
　　　　 ここにあります。

料金のお問い合わせ・体験会のお申し込みはこちら▶

フリースクール

開校１周年開校１周年
おめでとう!!おめでとう!! 千葉市習いごと

応援キャンペーン
千葉市習いごと
応援キャンペーン&&

新しいコースができました！新しいコースができました！
通い放題

午前と午後+週２回お勉強 52,000 円 26,000円（別税）通常

39,000円
★キャンペーン講座 26,000円

（別税）通い放題
+週２回お勉強 39,000 円 19,500円通常

午前のみ
午後のみ

キャンペーン講座
コース

オンライン授業は　
こちら▶

その他にも週１回通うコース
【午前午後】・【午前 or 午後】などもございます。
詳しくは、HP をご覧ください。

（別税）

（別税）

★通い放題（午前のみor午後のみ）26,000円
★キャンペーン講座 19,500円

（別税）

（別税）

週２回の【お勉強】が
ついてさらに月謝が
安くなります！

フリースクールフリースクールコラボコラボ


