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学習塾 GRIT

What 目指すべき姿

学習塾 GRIT

Why 目指すべき理由

世界中の学生が繋がり、学び合うことで 
共に未来を創造する

教育格差は学びにおける公平性を喪失するもの 
であり、根絶しなければならない



学習塾 GRIT

What 目指すべき姿

世界中の学生が繋がり、学び合うことで 
共に未来を創造する！

学びの正体は「創造」であり「好奇心」です。 

これまでの日本の教育では「詰め込み式」の学びが主流であり、 
学校のような公教育では先生と呼ばれる大人からの一方的な情報発信による授業が実践されています。

確かに2000年初期までの世界はインターネットがまだそこまで普及しておらず、情報を取得する手段が 
少なかったために先生が行う授業には価値がありましたが、現代ではどうでしょうか？

スマホ一つで知りたい情報にアクセスできる現代におけるテクノロジーの進化は私たちの想像以上のものです 
私たちオトナ世代に求められていた力と現代の子どもたちに求められている力は 
変化しているということを私たちは認識する必要があります

学習塾GRITではこうした現代を生き抜くために必要な「学び」を最適な学習環境とともに子どもたちに提供していきます

学習塾GRITとは
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Why 目指すべき理由

教育格差は学びにおける公平性を喪失するもの 
であり、根絶しなければならない？

私たちはこれまでにたくさんの学生たちと関わってきました。 
その中には、都市部で様々な情報が溢れた環境で学んでいる学生や 
地方の山奥の過疎化が進んだ地域で今にも廃校になりそうな学校に通う学生まで多種多様です

私たちは都市部と地方の【教育格差】を根絶します

現代ではインターネットが普及しており、どこにいても情報収集は容易ではあるものの学校まで自転車で1時間以上 
かかってしまう地方の学生と電車で10分の学生の環境格差は必ずしも公平性が保たれているとは言い難い

学習塾GRITはこうした教育格差を根絶するために学生たちにとって最適な学習環境を全国各地に展開していきます。

学習塾GRITとは
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学習塾GRITの 
学習カリキュラム



学習塾 GRIT

自学自習の学習指導スタイル！

学習塾GRITでは社会で必要なスキルを育成する学習プログラムを提供しています。 

学習塾GRITの基本方針は【自立学習】です。 
基本的な学習環境は用意しますが学習単元の解説・指導は必要最低限しか行いません。 

【自分で考え、行動し、改善する】これが学習塾GRITの教育理念です

社会に出ると「先生」に頼ることはできません

学習塾GRITの学習カリキュラム

授業は必要な分だけ個別指導！

現代で求められる力は【自分で考える力】です。 

必要以上に授業を受けさせ、高額な授業料を請求する学習塾が世の中の大半を占めていますが 

学習塾GRITでは必要最低限の費用で必要最低限の授業しか受けることができません。 

自分で調べ、考えた上で分からないところだけを個別授業で学習する。 
これが学習塾GRITの指導方針です。

「教わる」より「納得」が成績向上のカギ



学習塾 GRIT
成績が向上する学習サイクル♻

ポイントは【アウトプット量】

成績がなかなか向上しない学生の共通した間違った学習方法は【インプット過多】です。 
インプット過多とはアウトプットしている時間よりもインプットにかけている時間の割合の方が多い現象です 

＊インプット学習の主な例は「教科書を読む」「板書をまとめる」「英単語の暗記」など 

もちろんインプット学習の時間も大切ですが多くの学生はこの時間を必要以上にかけてしまっています 

学校のテストの成績を向上させるための理想的な学習時間は【インプット 3 : 7 アウトプット】

学習塾GRITではこのような科学的な研究に基づいた「学習効率を高めるための学習サイクル」を実施しています。

GRITで個別授業

自学自習
学校の授業

つまずいている単元だけを 
徹底的にサポート

復習・演習は自分のペースで

学校の授業が復習になる 
先生からの質問にも 
しっかり対応できる!!
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学習効率が最大化する個別授業!

ポイントは【理解度主義】
学習塾GRITの個別授業は基本的に【 1 : 3 】の個別授業形式（ゴールド会員は1：1のマンツーマン指導） 

GRITで大切にしていることは「自己理解」ですので、先生に頼って問題に取り組むような優しい環境ではありません 

しかし、このような個別授業こそが最大限に学習効果を発揮します。その理由は【理解度主義の個別授業】だからです。 

多くの学習塾では「カリキュラム通り」に授業が進みます 

しかし、このような形式の授業では学生本人の理解度によってカリキュラムを変更することができません。 

予習範囲であってもできる子は1回で理解できますし、できない子はかなりの時間を要します。なので理解度に合わせた授業が必要なのです。 

学習塾GRITではこのように学生たちの理解度に合わせた授業を個別に対応させていただきます。 

＊詳しくはお問い合わせください 
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会員制度
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追加料金が一切かからない月額会員制！

学習塾GRITでは月額会員制を導入しています。 

月額会員制とは別名サブスクリプションと呼ばれ、月に一定の金額を支払ってサービスを受ける制度です 

この制度によって他塾さんで受けることができるサービスを全て追加料金無しで受けることができます

年額で他塾さんと比較してください。圧倒的な安さに気付くはず

学習塾GRITの学習カリキュラム

＊初回費用のみ入塾金。年度開始時に会員費とは別に諸経費が発生しますがそれでも他塾さんよりかかる費用は少ないです

¥0

¥200,000

¥400,000

¥600,000

¥800,000

小学生 中学1年生 中学2年生 中学3年生 高校1年生 高校2年生 高校3年生

¥290,400¥290,400¥290,400

¥435,600

¥290,400¥290,400

¥800,000

¥420,000
¥380,000

¥700,000

¥340,000

¥250,000

¥160,000

¥158,400¥158,400¥158,400

¥290,400

¥158,400¥158,400¥132,000

¥290,400¥290,400¥290,400

¥435,600

¥290,400¥290,400

¥158,400¥158,400¥158,400

¥290,400

¥158,400¥158,400¥132,000

年間の授業料比較＊棒グラフは大手個別指導塾の平均費用

通常会員

シルバー会員
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学生の成長に合わせた完全オーダーメイドの会員制！

学習塾GRITの基本会員は主に3種類です。また、学生の成長に合わせて2ヶ月毎に更新していきます 

それぞれの会員の特徴は下記の表を参照してください

成績ではなく学生の成長に合わせてカリキュラムを更新

学習塾GRITの学習カリキュラム

通常会員 シルバー会員 ゴールド会員 受験生会員 小学生会員

月額料金 ¥13,200 ¥24,200 ¥36,300
基本会員料金 
＋¥11,000 ¥11,000

対象とする 
学生の特徴

自学自習が 
習慣化されている

単元の解説が必要 
学習が習慣化されていない

日々の学習管理が必要 
まずは自分の学習の形を 
身につける必要がある

＊中学3年生は全員 小学生のみ

自習室利用 15:00 ~ 18:00 
*17:00~18:00は要相談

毎日の 
学習プラン作成

・宿題のサポート 
・苦手単元の解説付き

個別授業の 
回数や形態

個別授業無し 1回60分 2回/ 週 
1：3 の個別授業

1回60分 2回/ 週 
1：1 のマンツーマン授業

1回60分 2回/ 週 
1：3 の個別授業 
*通常会員は授業無し

基本的には授業無し

基本会員

＊会員費は全て税込です

特別会員
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学生の成長に合わせた完全オーダーメイドの会員制！

学習塾GRITの基本会員は主に3種類です。また、学生の成長に合わせて2ヶ月毎に更新していきます

成績ではなく学生の成長に合わせてカリキュラムを更新

学習塾GRITの学習カリキュラム

目標：自分で学習計画を立てて取り組むことができる

ゴールド会員

シルバー会員

通常会員

目標：自立学習ができる

目標：志望校合格
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料金表￥

学習塾GRITの学習カリキュラム

会員 備考 金額（税込）

入会金 初回のみ ¥22,000

諸経費 年度開始時（¥2,200 / 月） 最大 ¥20,000

通常会員 中学3年生は対象外 ¥13,200

シルバー会員 中学3年生は対象外 ¥24,200

ゴールド会員 中学3年生は対象外 ¥36,300

小学生会員 小学生のみ ¥11,000

受験生会員 
*中学3年生のみ

通常 
*個別授業なし ¥24,200

シルバー 
*1回60分 / 週2回 の個別授業付き

¥36,300
＊会員費は月額
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受験生会員
＊対象は中学3年生のみ
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受験生会員

プランA プランB プランC
私立高校対策 公立高校対策 *難関高校対策
学校課題サポート 学校課題サポート 定期テスト対策

定期テスト対策 定期テスト対策 学調対策

志望校別入試対策 公立入試対策 基礎 公立入試対策 応用

各種検定サポート

キャリア教育 
ICT教育 など様々なサポート付

各種検定サポート 各種検定サポート

*難関高校の定義：内申点ボーダー35点以上、当日点170点以上の高校  [浜松市内だと浜松北（普・国） / 市立 / 西 / 南（普・理）]

キャリア教育 
ICT教育 など様々なサポート付

キャリア教育 
ICT教育 など様々なサポート付



学習塾 GRITICT教育

学習塾GRITでは受験生限定のオンラインサポートを実施しています 

オンラインサポートはiPadとApple PencilをGRITから提供し 

googleの[classroom]やSlackを活用して進めていきます

学習サポート
・オンライン課題（数学 / 英語） 

・オンライン授業（ZOOM） 

・朝学（平日の毎朝6:00 ~ 6:50） 

・キャリア教育（8月以降）

学習管理
・スタディプラス 

→ 家庭学習の時間を共有し、学生に合わせた学習計画を提案します 

・定期面談 

→ 塾が休校の日や長期休暇中も個別で面談をさせていただきます 

　不安な点があればすぐに相談できる環境をご用意しております

classroom！
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その他の特別会員
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学習塾GRITではオンラインサポートも実施しています 

距離が遠くて通えない学生もしっかりサポートさせていただきます

学習サポート
・オンライン授業 1回60分の個別授業を週2回 

・個別相談　1回30分の1：1相談を月に最大3回 

・朝学（平日の毎朝6:00 ~ 6:50）

学習管理
・スタディプラス 

→ 家庭学習の時間を共有し、学生に合わせた学習計画を提案します 

・定期面談 

→ 塾が休校の日や長期休暇中も個別で面談をさせていただきます 

　不安な点があればすぐに相談できる環境をご用意しております

オンライン会員

移動時間すらもったいない

￥22,000 / 月
オンライン会員費

＊税込



学習塾 GRIT

学習塾GRITでは英語を強化したい学生のためのサービスも提供しています 

現役の高校教師や海外留学経験者など優秀な講師陣が学生をサポートします

学習サポート
・オンライン授業 ＊料金によって時間は変動あり 

・受験英語 / 英会話 / 検定対策などサポート内容は充実 
＊学生にはiPad , Apple Pencilを貸出します。オンライン学習の環境はこちらにお任せを!!

英語オンラインパーソナル会員

マンツーマンで英語を飛躍的に伸ばす

＊会員費の金額は【税込】です

3ヶ月 6ヶ月 9ヶ月 12ヶ月 追加料金 / 月

60分コース 
英会話や検定対策を 
希望の学生にオススメ

¥66,000 ¥121,000 ¥187,000 ¥242,000 ¥22,000

90分コース 
受験英語や英会話を 
希望の学生にオススメ

¥88,000 ¥187,000 ¥275,000 ¥363,000 ¥33,000

120分コース 
英語を極めたい学生にオススメ

¥121,000 ¥242,000 ¥363,000 ¥484,000 ¥44,000

週あたりの時間

契約期間

高校生対象

英会話 受験英語 英語検定 TOEIC IELTS

GTEC TOEFL iBT TEAP 英作文 長文読解

志望校別対策 共通テスト対策 その他ご相談ください

中学生対象 英会話 受験英語 英語検定 英作文 長文読解

＊写真はイメージです

*iPad(第6世代以降)をお持ちの方は10,000円引き , Apple Pencilもセットでお持ちの方は15,000円引き!!
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お問い合わせ
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新規面談

体験授業

2次面談

現状の学習状況を細かくヒアリングさせていただきます

学習塾GRITに実際に通っていただきます（最長2週間）

プランをご提案させていただきます



学習塾 GRIT

070 - 4409 - 5181

grit.innovation.0323@gmail.com

先生がいない学習塾 検索

代表　西上 隼人

HP

mailto:grit.innovation.0323@gmail.com

