


PBstudy 代表メッセージ

皆さんの中には、部活・クラブと勉強の両立に悩んでいたり、その方法
が気になっている方がいらっしゃると思います。
私も高校生時代、同じ悩みを抱えていました。

ですが、自分に合った勉強スタイルを確立してからは、部活もテストの
成績もどんどん上がり、第一志望の大学に合格することができました。

皆さんと同じ悩みを抱えていたからこそ、悩みを一緒に解決するサポート
ができると思っています。私たちがあなたのサポーターです！

ぜひ一緒に自分自身のPB（パーソナルベスト）に挑戦していきましょう。

2021年1月1日
PBstudy代表 下村 遼
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概要



PBstudyとは？

部活生・クラブ生専門の
オンライン個別指導塾



PBstudyのコンセプト

「部活・クラブと勉強の両立」
を目指す！



そもそもPBとは？

PB＝自己ベスト
（Personal Best）

部活・クラブと勉強の両方でPBを目指す！



PBstudy 代表紹介

氏名 ： 下村 遼

経歴 ： 名古屋市立向陽高校 卒
名古屋大学文学部 卒
大手自動車部品メーカー
に就職し約4年従事
2021年 PBstudy開塾

シモムラ ハルカ



PBstudy 代表紹介

保有資格 ： 記憶術インストラクター
スポーツメンタルトレーナー
チャイルドコーチング
アドバイザー （全20種36個）

好きなスポーツ ： 陸上競技（短距離）
PB→100ｍ 11.20



代表の想い

自分が高校生時代に「部活と勉強の両立」
で悩み続けた経験が根底にあり

同じ悩みを持つ皆さんをサポートすることで
悩みを解決し、充実した楽しい学校生活を
送ってほしい！

（高校1年生の私のイメージ）



PBstudyの想い①

毎日部活優先の生活で、勉強では他の人より不利な状況

→部活だけでなく勉強でも成功できるようサポートしたい！

『純粋に部活生・クラブ生を応援したい』



PBstudyの想い②

【勉強で成功するために必要な3つの力】

●コツコツと努力を継続する力

●目標達成のために考え、計画・実行する力

●できるようになるまで諦めない力

『“部活生・クラブ生”こそ勉強でも
大成功する可能性を秘めている』

部活生は、3つの力を部活で習得済み

↓

3つの力を勉強に応用することで、テストの

成績UPや志望校合格も夢物語ではない！



PBstudyの特徴



PBstudy ３つの特徴

【部活生に足りないもの】

①時間（勉強できる時間）

②ノウハウ（目標別の勉強法等）

同じ弱点を克服し成功した講師がマンツーマン指導

→部活生一人ひとりの悩みに寄り添ったサポートをお約束

①②を教え導いてくれる人

（部活しながら勉強で結果を出した経験等）



PBstudy ３つの特徴

オンライン授業で効率よく！

一人ひとりに合わせた
マンツーマンサポート！

勉強法やスケジュール管理を
サポート！



①完全オンライン授業

【生徒の皆さん】 【講師】

好きな場所で授業が受け
られて時間を有効活用！

（例）自宅



①完全オンライン授業

✖塾まで通うのが面倒・・・

✖部活・クラブで時間が無い・・・

✖新型コロナの感染が不安・・・

✅自宅で授業が受けられる！

✅予定が空いている時間に
授業が受けられる！

✅人との接触がないから、
新型コロナ感染の心配なし！



②徹底したマンツーマン指導

自分の目標や
部活のことも
考えてくれる！

一人ひとりのこと
をしっかり考えて
全力サポート！



②徹底したマンツーマン指導

✖指導内容がみんなと同じで
自分に合ってない・・・

✖部活で忙しいことを考えて
くれない・・・

✅一人ひとりの目標やレベルに
応じたあなたのための指導！

✅部活をしながら勉強で結果を
出してきた講師が、経験を余す
ことなく伝授！



③勉強法・スケジュール管理サポート

勉強法指導

【他の塾】

科目の内容指導

【PBstudy】

スケジュール作成/
管理法指導

記憶法
勉強の進め方
テスト・受験対策

勉強ちゃんと
進めてるかな？

いつ、何を
勉強しよう？



③勉強法・スケジュール管理サポート

✖成績を上げるための勉強の
やり方がわからない・・・

✖テスト、志望校別の勉強法
がわからない・・・

✖勉強のスケジュールが立て
られない、管理できない・・・

✅テストや志望校に応じた
勉強法（最短コース）を伝授！

✅スケジュール・進捗管理を
毎日実施！

✅一人ひとりの目標やレベルに
応じたあなたのための指導！



コース紹介



PBstudy コース一覧

①オンライン個別指導コース

②オンライン定期テスト対策サポート



①オンライン個別指導コース

予習復習
できない・・・

こんな悩みを持った方におススメ！ 部活・クラブをしながら
成績UP＆志望校合格！

【After】【Before】

模試の偏差値が
上がらない・・・

受験勉強の
やり方が
わからない・・・



受講対象
現在部活動に所属している中学1～3年生、
高校1～3年生（3年生、既卒生は引退した方も可）

授業時間 55分/回 ＋ 毎日の勉強管理

1か月あたりの
授業回数

4回/月 （1週間に1回程度のペース）

受講方法 Zoomなどによるオンラインでの受講（1対1）

1科目あたりの
月額指導料（税込）

【小学校】
4年生：6,600円、5年生：7,700円、6年生：8,100円
【中学校】
1年生：9,900円、2年生：11,000円、3年生：13,200円
【高校】
1年生：14,300円、2年生：15,400円、3年生・既卒生：18,700円

①オンライン個別指導コース

※月額指導料以外に、入塾金として22,000円（税込）、事務管理費として9,900円/月（税込）を頂戴します。
※授業回数を追加することも可能です。詳しくはお問い合わせください。



②オンライン定期テスト対策コース

部活・クラブに熱中して
テストの点数⤵

こんな悩みを持った方におススメ！
部活・クラブをしながら
テストの点数⤴

【After】【Before】



受講対象
現在部活動に所属している中学1～3年生、
高校1～3年生（3年生は引退した方も可）

授業時間 55分/回 ＋ 毎日の勉強管理

1テストあたりの
授業回数

4回（授業）＋1回（テスト後反省会）
→テスト1ヶ月前～テスト終了直後

受講方法 Zoomなどによるオンラインでの受講（1対1）

1科目あたりの
指導料（税込）

【中学校】
1年生：13,200円、2年生：14,300円、3年生：16,500円
【高校】
1年生：17,600円、2年生：18,700円、3年生：19,800円

②オンライン定期テスト対策コース

※月額指導料以外に、入塾金として22,000円（税込）、事務管理費として9,900円/月（税込）を頂戴します。
※授業回数を追加することも可能です。詳しくはお問い合わせください。



指導の流れ イメージ図

授業

【コースの流れ】

進捗確認

講師

報告

○各科目授業
○勉強法指導
○スケジュール作成

○勉強時間記録
○スケジュール作成・確認
○現状把握

保護者

定期報告

受講



よくある質問



よくある質問①

一般的な学習塾とどんなところが違いますか？

一番大きな違いは、教えている内容です。
一般的な学習塾では各科目の“中身”を講師から生徒へ一方通行で教えています。
しかし、当塾では生徒さんと一緒に考えながら「勉強のやり方」や「勉強スケジュールの
作り方、管理の仕方」なども含め一緒に頑張っていきます。
自分の勉強をどのように進めていけば成績UPや志望校合格につながるのかを伝え、
最終的に自分の力でできるようになるのが目標です。



よくある質問②

所属している部活は運動部限定ですか？
また、部活ではなく学校外のクラブチームなどの活動を
頑張っている人は受講することは可能でしょうか？

運動部、文化部問わず受講可能です。
また、クラブチーム、習い事など学校外の団体で頑張っている
方の受講も大歓迎です。
（クラブ活動をされていない方も一度ご相談ください）



よくある質問③

勉強のサポートではどんなことを教えて
もらえますか？

自分の勉強をどのように進めていけば成績UPや志望校合格につ
ながるのか、その取り組み方をサポートしています。
【具体例】
●部活・クラブの練習を頑張りながら、短期間でテスト勉強して好成績を取る！
●部活・クラブを最後まで続けながら、最短ルートで志望校に合格する！



よくある質問④

サポートを受講するまでの流れを教えて
ください

当塾のサポートは下記の流れになります。
①お客様より当塾へお問い合わせ
②事前面談
③当塾より見積書・提案書を送付し、お客様にて内容をご確認
④お客様のご承認後契約→入塾費のお支払い
⑤当塾にて入塾金お支払いの確認後、授業スタート



さいごに



部活・クラブを頑張っている人は、
勉強でも頑張り好成績を出す
可能性を秘めています。

PBstudyは、その可能性を現実

にするために全力であなたを

サポートします！

代表 下村 遼

代表からのひとこと



お問い合わせ先

ホームページ https://pbstudy.net/

メール pbstudy2021@outlook.jp

電話番号 080-8735-7618

お問い合わせ
フォーム

https://pbstudy.net/contact/



SNSなど

公式LINE ID → ＠993uswih

Twitter https://twitter.com/bstudyp

Facebook Facebookページ

Youtube
https://www.youtube.com/
channel/UCRiAJYE5_vPk2V2cg_olpeQ


