


学習塾Baker Streetは
「きっと君が頑張る場所」
学習塾Baker Streetは

「きっと君が頑張る場所」

当時の息⼦は、教室に⼀⼈はいる「スポーツはまぁまぁできるけど勉強はさっぱり！」という⼩学⽣でした。そ
れでも、本⼈がそれでいいなら、とあまり勉強に関して⼝うるさく⾔わず育ててきました。中学に⼊り、定期テ
ストの結果に親⼦で愕然。放⼼状態となり、以前からお世話になっていた⽊村先⽣に相談することにしました。
相談というよりは泣きついたという⽅が正しいかもしれません。

塾での科⽬、コマの取り⽅、時間、そして勉強への向き合い⽅を１つ１つ丁寧に⼀緒に考えていただきました。
息⼦本⼈はもちろん、私⾃⾝にとっても、あの時がターニングポイントだったと今では思っています。

そこから息⼦は塾に⾏くことを嫌がらなくなりました。わからなかったとメソメソ泣きながら帰ってくることは
もうありません。今⽇はここをやる、ここを理解すると⽬標を持って毎⽇家を出ていきます。

「俺はあほやから」が⼝癖だった息⼦が、やれば出来ると実感して塾に⾏くのです。本当に驚きました。成績も
確実に伸びていきました。

「⼦どもには無限の可能性がある」そう⾔われても、向き不向きもあるし、得意なことも苦⼿なこともあるでし
ょうと思っていた⾃分を反省しました。

私が頑張れる環境を与えてこなかっただけだったことに気がついたのです。今では息⼦は「俺はあほや」と⾔わ
なくなりました。

塾では⾃習時間も提供して頂き、出来ない時も息⼦が理解するまでじっくりつきあってもらっています。息⼦は
やりたいときにやりたいだけ、勉強を頑張っています。その姿は少しまぶしいくらいです。

⼦どもが頑張る場所や環境を与えるのはやはり⼤⼈の仕事です。その⼀端を親だけではなく塾の先⽣⽅が担って
くれたこと、本当に感謝しています。

「きっと君が頑張る場所」ぴったりのキャッチフレーズです。これからも息⼦にはここで頑張ってもらいます。

⼤阪市⽴⼣陽丘中学校2年 R.Hくん 保護者様より
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⾼校3年⽣になりたての頃、僕は将来、教員として働きたいという思いから、⼤阪教育⼤学を志望校として設定し
ました。

しかし、当時の僕の成績は芳しくなく、所属していた部活内でも最下位に近い状態でしたから、周りからは「そ
の成績じゃ公⽴⼤学に進学なんて無理だ」と⾔われることがほとんどでした。

現状を打破しようと個別部の塩崎先⽣に相談しました。塩崎先⽣は僕の状況を知っても頭ごなしに無理だとは⾔
わず、真剣に⽿を傾けてくれました。先⽣は最後に、「⼀年間頑張れば合格できる可能性は⼗分にあるから、⼀
緒に頑張ろう」と声をかけてくれました。

その⽇から、僕は⼊試までほぼ毎⽇塾に通って勉強しました。授業以外の⽇でも毎⽇⾃習に通いました。特に苦
⼿な英語は先⽣⽅に何度も質問しにいきました。塩崎先⽣を始め、他の先⽣⽅も忙しい時間帯の合間を縫って対
応してくださり、僕が理解するまでいつも丁寧に指導してくれました。

質問以外でも、講師の先⽣⽅には受験についての様々なアドバイスをもらいました。特に⼤学⽣の講師の⽅々は
直近の受験を経験していることもあり、とてもためになる情報をたくさん教えてくれました。先⽣⽅は僕にとっ
ては勉強を教えてくれる講師でもあり、かつ「頼りになる先輩」的存在でもありました。

初めは散々だった模試も、夏頃から苦⼿科⽬の点数が徐々に上がり始め、部活内でも上位の成績をおさめられる
ようになっていきました。あれだけ苦⼿だった英語も、むしろ得点源になることを期待できるようになるぐらい
まで理解できるようになりました。

そして1年間の頑張りが実を結び、ついに⼤阪教育⼤学に合格することができました。

⼀年間、僕と⼀緒に頑張ってくれた先⽣⽅に本当に感謝していますし、この塾で勉強することを選んで本当に良
かったと思っています。その経験を活かし、これからは指導する⽣徒にそう思ってもらえるような教員を⽬指し
て頑張っていきます。

⼤阪教育⼤学 中等教育専攻 理科教育コース A.Y.
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ベイカーストリートは、成績を上げようという
意欲のある⼈にとってはぴったりの塾だと思い
ます。

僕は、中３受験⽣のころ集団部に通い、⾼校1
年になった現在は個別部に通っています。受験
直前は、朝から晩まで塾の⾃習室に籠って勉強
しました。家ではなかなか集中できないのでと
ても助かりました。講師の机と⽣徒の⾃習スペ
ースが近いので質問し易かったです。

進路相談でも受験校については、⾃分の意志を
尊重してもらえました。追い込みの時期に緊張
感のある⾃習スペースで⼀⼼不乱に勉強できた
ので、第⼀志望の⾼校に受かることができたの
だと思います。

ベイカーストリートは、⾃ら勉強したいという
意志を持った⼈にとっては最適の場所だと思い
ます。厳しいことも⾔われますが、それでも頑
張れるという⼈にはお勧めです。

⼤阪府⽴布施⾼校1年 S.Sくん 本⼈より

頑張る人を
どこまでも応援
してくれる場所

とても楽しく通わせて頂いています。

ベイカーストリートの先⽣⽅は⼦供達⼀⼈⼀⼈
をしっかり⾒てくださっていると思います。

⾯談でお話しさせて頂く際や、娘との会話の中
からも、それは感じられます。

集団部でお世話になっていますが、家庭教師の
先⽣のように思えるほど親⾝になって教えて下
さいますので、成績も良く、本⼈も頑張れてい
るのだと思います。

やる気を出さなくてはいけないタイミングを、
よく観察してアドバイスもくださいます。

ベイカーストリートの先⽣⽅と⼀緒なら、今年
の受験を頑張って乗り越えてくれるものと楽し
みにしています！

⼤阪市⽴東中学校3年 A.Mさん 保護者様より

一緒になって
頑張ってくれる場所



授業メニュー
（20～30分）

• 中長期学習課題（テスト形式）

• 授業開始と同時に取り組みを開始

• 中長期学習課題（テスト形式）

• 授業開始と同時に取り組みを開始

授業メニュー
実施中

• 生徒がメニューに取り組んでいる間に本時に向けた準備を行う

• 学校進度・試験範囲の確認、宿題採点、持込課題の有無・本人学習
希望範囲の有無（ある場合はその内容）の確認、プリント準備

• 生徒がメニューに取り組んでいる間に本時に向けた準備を行う

• 学校進度・試験範囲の確認、宿題採点、持込課題の有無・本人学習
希望範囲の有無（ある場合はその内容）の確認、プリント準備

本時（40分～
50分）

• 短期学習課題（学校範囲、テスト範囲）※受験生は入試課題

• 本人の希望があれば持ち込み課題や質疑応答に対応する。

• 短期学習課題（学校範囲、テスト範囲）※受験生は入試課題

• 本人の希望があれば持ち込み課題や質疑応答に対応する。

※当校の個別指導部における基本的な授業構成

学習活動を充実させた
究極の学習指導！

学習活動を充実させた
究極の学習指導！
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自習のサポートが手薄で授業以外
の学習につながっていない

自習のサポートが手薄で授業以外
の学習につながっていない

「今日何する？」などといった計
画性のない授業

「今日何する？」などといった計
画性のない授業

計画性がないせいで授業準備が長
引くなど無駄な時間が多い

計画性がないせいで授業準備が長
引くなど無駄な時間が多い

中長期計画：今からすべきこと

指導する講師だけでなく、教育
のプロとしての教室管理者が
指針をしっかり立てるのが本
来あるべき塾運営の姿。定期
的な面談で本人や家庭の考
え・進路希望をしっかり集約し、
今から取り組むべき課題を明
確化して学習計画ならびに授
業に落とし込む。

短期計画：今すべきこと

長期課題は大切だが、復習ば
かりになっては本末転倒。大
学受験生を除き、目の前の試
験に向けた学習は常に中心に
据えなければならない。学校
や予備校についていけない、
勉強が嫌いという生徒ほどま
ず結果を出し、自信や手ごた
えを持つことが一番の近道。

正しい優先順位で！

「やろう」と思っても中々行動に
起こせない、それは何を、どこ
から、どうやって学習すればい
いかわからないから。希望進
路と必要な学力から学習目標
を明確化し取り組むべきことを
優先順位をつけて整理、あと
は一緒にやるだけという状況
を作るのが本当の学習指導。



個別指導部個別指導部
学費一覧表

個別指導部では⼩中⾼校⽣の全主要教科を対象に指導を⾏っています。また、⼩論⽂対策や英検・TOEIC対策な
どの指導も可能です。授業は⼆部構成で、前半は中⻑期・後半は短期課題を学習します。⽣徒ごとに授業メニュ
ーを⽤意し、個別指導にありがちな「講師を待つ」、「授業準備を待つ」といった無駄な時間を排除することで
、学習活動を最⼤限に充実させています。

当校個別指導部のモットーは「わかるではなく解けるがゴール」です。「あぁなるほど」と思うだけでは成績は
変わりません。⽣徒中⼼、学習活動中⼼の授業が展開できるという個別指導の特徴を最⼤限に⽣かし、実践を通
した主体的な学習で効率よく⽬標を達成していきましょう。

個別指導部代表：塩崎 匡兵

諸費用

•入会費：20,000円
（いち家庭1度のみ）

•指導関連費：2,000円
/月

•教材費：1冊2,000円
前後のものを受講教科
分。授業で使用する分
のみ。

授業形態

•1講70分、講師担当制

•シード：1対2（通常
コース）

•マンツーマン：1対1

•時間割はP〇を参照

その他

•講習は希望者のみ。受
講回数ごとに上記表と
同額の費用発生。

•振替授業は回数・期間
に制限なく柔軟に実施

•兄弟姉妹割引、集団部
との併用割引あり

•自習スペース完備

070-1762-2815（個別部）
担当：塩崎



集団部集団部
学費一覧表

集団部では、授業や⼈数の規模に合わせ、習熟度・中学別のクラス分けを⾏い授業を実施します。通常授業は週
3⽇で、英数国の3教科特化型の授業を⾏います。学年によって授業曜⽇・授業時間は固定となります。

各定期テスト前には通常授業に加え、理科・社会に特化した【定期テスト対策授業】（個別指導部の中学⽣も参
加可能）を実施、そのほかにも⼊試に向けた特別授業や学校課題を進める演習時間も確保します。

本質的な科⽬理解を⽬指し、授業での解説⇔実践演習の反復を原則としております。また、授業以外でも居残り
・補習・⾃習管理等で徹底的なフォローアップを⾏い、学習単元の「積み残し」「取りこぼし」のない塾を⽬指
します。

集団部代表：⽊村 泰隆

諸費用

•入会費：20,000円
（いち家庭1度のみ）

•指導関連費：2,000円
/月

•テスト対策授業：1開
催につき5,000円

授業形態

•1講70分、講師担当制

•10人強までの小集団
授業

•理社はテスト対策授業
（受験生は入試対策授
業もあり）にて対応。

その他

•中1～2年は英または
数の1科目から受講可。
中3は原則3科受講。

•兄弟姉妹割引あり、個
別併用割引（個別学費
にて）あり

080-4767-3584（集団部）
担当：木村



小学生コース小学生コース

•授業計６０分/週

•小学生対象、英算国より１科

１科：5,000円/月

•授業計１２０分/週

•小学生対象、英算国より２科
（１科週２回も可能）

２科：7,500円/月

•授業計１８０分/週

•小学生対象、英算国の３科
（１～２科週３回も可能）

週3回：10,000円/月

お手頃価格で
しっかり勉強で

きるよ♪

【諸費用】
・入会費：10,000円

いち家庭2万円まで⇒3人目からあるいは
他コースに兄弟姉妹在籍で無料。

・指導関連費：2,000円/月
・教材費；1冊2,000円程度のもの×教科数

使用する分のみの購入、持込可。

【授業形態】
・人数、学年教科の縛りがない個別対応式授業。
※基本的には個別指導に近い授業形態で、同じ授業
に違う学年の生徒がいる、別の科目を学習している、
ということがあり得ます。人数に規定制限はないも
のの、いち授業 大で５～６名を基本としています。

低価格なのに

授業は個別式！

算国だけでなく英語も

学べてこの価格！

日程変更や振替にも柔
軟に対応！

・曜日：月曜～金曜より選択

・時間：１７時～１８時（６０分）



個別指導部

上記時間枠より希望日時を選択

講師は担当制（講習・振替時は変更有）

振替は回数・期限に規定なく柔軟に対応

集団部

上記時間枠で学年クラスごとに決定

講師は担当制

週1科から受講可能

・授業は月～土曜（テスト期間、受験期は日曜授業あり）
・授業外での教室の自習利用大歓迎！

授業日程・時間割①授業日程・時間割①



・大型連休は学年度末、GW、お盆、年末年始の4度となります。
・大型連休により月3週しか授業のない月もありますが、必ず年間48週の授
業が実施されるよう日程調整されています。
・講習期間は春期、夏期、冬期の3回です。

授業日程・時間割②授業日程・時間割②

年
間
授
業
日
程
の
一
例

月4週（28日）、年48週計算で学費を算出⇒月ごと
にズレが生じる（2020年6月第１週は2020年5月第
4週扱い）

ズレた分をGW、お盆休み、年末年始といった大型
連休期に消化し修正

※それ以外の祝日は通常通り授業

年間授業日程が決まっているので、祝日や大型連休
での授業日程調整や振替授業が不要（大型連休でも
講習授業などの特別授業は実施することあり）

６
月
は
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月
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集中して学習できる
自習専用ブース完備

集団部は3つの教室
で授業

谷町九丁目・上本町
から歩いてすぐ！

他にもまだまだ！
充実した設備とサービス

他にもまだまだ！
充実した設備とサービス

経営者＝指導者だからこそ
可能なきめ細かな対応！

•連絡は公式Lineで！欠席
連絡や学習相談が気軽に可
能、お待たせすることもあ
りません！

•豊富な自習用メニュー完
備、手ぶらで来ても大丈
夫！

•振替授業に期間・回数制
限なし（個別部）



Official Line
QRコードはこちら→

天王寺
上汐

郵便局

ローソ
ン

ハイハイ
タウン

HOTEL 
GREEN

個別指導部兼代表

•070-1762-2815

集団部・小学生コース

•080-4767-3584

公式Lineアカウント

•@juku-bakerstreet

河合塾

上本町方面→

大阪市天王寺区上汐3丁
目1-6

•イオ上本町ビル 7階

•谷町九丁目駅または上本町駅
から 徒歩数分

•駐輪場あり

まずは電話・Line
で問い合わせ

教室見学・面談 体験授業


