
4 計算ドリルプレゼント（小学生）

（通常16,200円）

5 会員紹介の場合は両者に1,000円分の図書券プレゼント！

小4～中2・高校生集団ゼミ1月分月謝無料
中3集団ゼミ・全学年個別ゼミ1月分月謝半額

（さんすう・こくご教室は500円分）（さんすう・こくご教室は500円分）（さんすう・こくご教室は500円分）

（1月12日まで）冬期講習受講後に入会の場合

※休業日/12月25日（火）、12月31日（月）～1月3日（木）

個別ゼミ・エデュプラス・
ウィングゼミ・フレックスゼミは除く

発熱などの理由で欠席した場合は、欠席分の補習を行います。

（小・中学生のみ）

冬期講習会
申し込み方法

進研学習会 様　冬期講習会B4チラシ（H257mm×W364mm）　表面B案　18.11.16〔2校目〕

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

応用ゼミ 全7日間
12/22（土）～12/29（土）
【12/25（火）は休講】

【5教科】
17：15～20：25
【3教科】
18：20～20：25

英・数・国・理・社
または
英・数・国標準ゼミ 全7日間

　 実力テスト対策ゼミ
全3日間

1/4（金）～1/6（日） 17：15～20：20 英・数・理・社
中
１

●応用ゼミは学校での成績がおよそ上位20％以内の生徒が対象です（テストは特に行いません）。
●応用ゼミ、標準ゼミ3教科受講者は1日2教科ずつ、5教科受講者は1日3教科ずつの授業となります。
●応用ゼミ、標準ゼミは12月29日のみ時間帯が異なります。3教科17：15～19：05／5教科17：15～20：15
●実力テスト対策ゼミは、「テスト+解説」スタイルのゼミです。英・数（2回）、理・社（1回）、1日2教科。

2教科 8,200円
初めての方 4,100円

5教科

3教科

25,500円

21,800円
初めての方

初めての方

6,700円

6,700円

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

応用ゼミ 全7日間
12/22（土）～12/29（土）
【12/25（火）は休講】

【5教科】
17：15～20：25
【3教科】
18：20～20：25

英・数・国・理・社
または
英・数・国標準ゼミ 全7日間

　 実力テスト対策ゼミ
全3日間

1/4（金）～1/6（日） 17：15～20：20 英・数・理・社
中
２

●応用ゼミは学校での成績がおよそ上位20％以内の生徒が対象です（テストは特に行いません）。
●応用ゼミ、標準ゼミ3教科受講者は1日2教科ずつ、5教科受講者は1日3教科ずつの授業となります。
●応用ゼミ、標準ゼミは12月29日のみ時間帯が異なります。3教科17：15～19：05／5教科17：15～20：15
●実力テスト対策ゼミは、「テスト+解説」スタイルのゼミです。英・数（2回）、理・社（1回）、1日2教科。

2教科 8,200円
初めての方 4,100円

5教科

3教科

25,500円

21,800円
初めての方

初めての方

6,700円

6,700円

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

応用ゼミ 全10日間 12/22（土）～12/30（日）

1/4（金）～1/5（土）
【12/25（火）は休講】

10：40～16：40

【5教科必修】

英・数・国・理・社
新みやぎ模試
1/6（日）

標準ゼミ 全10日間
《学力別の2クラス編成》

中
３

47,100円

●応用ゼミは新みやぎ模試で偏差値57以上、標準ゼミは偏差値45以上が目安です。

初めての方
新みやぎ模試
受験者は別途 3,700円

36,000円

全3,000分+αの授業!

（　　　　　　）

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

先生1人に
生徒1人!
個別ゼミ 

Ⅰ期
12/22（土）～12/24（月）

Ⅱ期
12/27（木）～12/29（土）
Ⅲ期
1/4（金）～1/6（日）

小
４
〜
高
３

小学生

中学生

高校生

80分コース（全学年） 50分コース（小学生のみ）
6,900円

11,500円

12,500円

9,900円

1単位=80分（50分）×3日
50分コース 1単位

80分コース 1単位

80分コース 1単位

80分コース 1単位

※ご都合の良い期間（Ⅰ～Ⅲ期）・時間帯（A～G）と教科・単元を指定してください。※同じ日に複数コマの授業を行うこともできます。
※教室の稼動状況等により、ご希望の時間帯に設定できない場合があります。
※小学生は50分コース・80分コースのどちらかからお選びいただけます（中・高校生は80分コースのみ）。
※プリントまたはテキストをこちらで用意する場合は、別途教材費として150～840円必要です。
※お友だちと2名で受講する場合は受講費が約2割引となります。

初めての方

初めての方

初めての方

初めての方

4,500円

7,500円

8,100円

6,400円

A. 9：30～10：50
B.11：10～12：30
C.13：30～14：50
D.15：10～16：30
E.16：50～18：10
F.18：30～19：50
G. 20：10～21：30

A.10：00～10：50

B.11：10～12：00

C.14：00～14：50

D.15：10～16：00

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

えいご講座 各3日間 12/22（土）、12/24（月）、12/27（木） 9：30～10：20 英語 2,400円
初めての方 1,000円

●4月から学んだ英語の基礎的な語句・用語を楽しく学習していきます。

小
５

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

ジャンプゼミ 全7日間 12/22（土）～12/29（土）
【12/25（火）は休講】

9：30～10：30 算数・英語最終日は9：30～11：10
6,500円

初めての方 2,100円

●算数…小学5・6年の内容で、中学進学後に役立つ単元を集中的に演習・解説していきます。
●英語…「聞く」「書く」の練習を中心に楽しく授業を行っていきます。

小
６  

●さんすう…計算と図形問題を中心に、一人ひとりに個別指導していきます。児童4～5人に先生1人の担当です（前期と後期で異なる内容となります）。
●こくご…読解力の育成と漢字を中心に演習していきます。

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

さんすう教室 各3日間 前期　12/23（日）・12/26（水）・12/28（金）
後期　1/4（金）～1/6（日） 9：30～10：20 算数

こくご教室 全3日間 1/4（金）～1/6（日） 9：30～10：20 国語

小
４
〜
６

2,400円
初めての方 1,000円

●数学は普段使っている問題集や学校の教科書や課題・プリントを持参してください。
●英語は質問に答える「補講形式」で行います。　●数学フレックスは数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数Bに対応します。

講座名 期　間 時間帯 受講費（税込）

数学フレックス 各3日間 前期　12/22（土）～12/24（月）
後期　12/27（木）～12/29（土） 19：45～21：35

英語質問タイム 全3日間 1/4（金）～1/6（日） 19：45～21：35

高
校
生

14,100円各期

各期

初めての方9,500円

5,400円 初めての方3,300円

講座名 期間・時間帯 指導教科 受講費（税込）
タブレット映像授業
エデュプラス
3日間×80分=1単位

個別ゼミの「期間」「時間帯」（80分コースのA～
G）からお選びください。
１コマ80分授業です。期間ごとに時間帯を
そろえてください。
3日間で２単位以上受講することもできます。

算・国・理・社
英・数・理・社
数Ⅰ・A・Ⅱ・B・英Ⅰ・Ⅱ

上記料金に１教科あたり150円の
プリント代がかかります。

●画面に表示された蛍光マーカーと同様に生徒も自分の用紙に色分けしていきます。また、要点も画面上に示してくれるので、学校の授業と
同じように進めることができます。応用・標準ゼミなどの集団ゼミや個別ゼミで習ったことを定着させることにも有効です。

3,800円１単位
小
４
〜
高
３

小学生
中学生
高校生

※集団ゼミと同等のテキストを使用し、決められたスケジュールに従って1：2の個別指導で学習する講座です。応用コースと標準コースのいずれかを選択でき
ます。指導教科は英数の2教科です。「標準・応用ゼミの開講期間や時間帯では都合が悪い」または「集団ではなく個別でやってみたい」などという生徒が対象です。
※A・Bのどちらかの時間帯をお選びください。　※「数学を応用で英語は標準で」のように教科ごとにコースを選択できます。
※中学1・2年生の希望者は集団ゼミで行うテストを受験することができます（無料。12/29に実施。）。

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）
先生1人に生徒2人！
ウィングゼミ

英語・数学

中1・2年生 全6日間 12/22（土）～12/29（土）
【12/25（火）、12/26（水）は休講】

A.16：00～17：50（休憩10分）
B.18：30～20：20（休憩10分）

1教科50分×2コマ

中3年生　  全6日間 12/22（土）～12/29（土）
【12/25（火）、12/26（水）は休講】

18：30～21：20（休憩10分）
1教科80分×2コマ

中
１
〜
３

25,800円
初めての方19,400円

38,800円
初めての方 35,000円指導教科

NEW

NEW


