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高
１
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３
生

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

新高１ 英数準備ゼミ 全６日間 
高校１年生の英語・数学の先取り授業。

［高校から出される課題の質問にも対応します］

3/26㈫〜3/28㈭、
4/1㈪〜4/3㈬

15：00
～

16：15
英語
数学

9,980円

初めての方  4,900円

新高２・高３ 数学フレックス  全５日間
数Ⅰ・A、数Ⅱ・Bの内容理解と定着をはかります。

［春休み中の課題へのフォローをします］

3/23㈯〜3/25㈪、
4/1㈪、4/2㈫

19：20
～

21：00
数Ⅰ・Ａ
数Ⅱ・Ｂ

16,200円

初めての方  8,100円

新高２・高３ 英語質問タイム 全２日間 
高校で悩んでいる英語についてサポートします。

［春休み中の課題へのフォローをします］
4/3㈬、4/4㈭

19：20
～

21：00
英語 4,200円

初めての方  2,100円

※新高１の準備講座は、高１の４月に学習する内容を先取りする講座です。　※数学フレックスは、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。　※英語質問タイムは、質問に答える「補講形式」で行います。

新
小
４
〜
６
生

講座名 期　間 時間帯 受講費（税込）

さんすう教室 各３日間 
頭をやわらかくする算数パズル演習と、算数の単元プリントによ
る演習と確認を行います。○になるまでじっくりと考える授業です。

3/23㈯、3/25㈪、3/27㈬
9：40〜10：30 1,620円

初めての方  1,080円3/30㈯、4/1㈪、4/3㈬

こくご教室 全３日間 
読解力の育成と漢字を中心に演習していきます。

3/23㈯、3/25㈪、3/27㈬ 10：40〜11：30 1,620円

初めての方  1,080円

各  期前期

後期

※さんすう教室は、前期と後期で異なる内容となります。　※ICT教育導入！学習ツールとしてタブレットも使用します。

新
中
１
生

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

中学
体験ゼミ 全４日間 

「英語・数学は初めて」という生徒を対象に、
分かりやすい授業を展開。ノートの取り
方から指導します。
※英語を学習した経験が小学校のみとい

う生徒も、基礎から学ぶこの講座がお
勧めです。

3/25㈪、3/26㈫、
3/28㈭、3/30㈯

［数学］
15：30〜16：30

［英語］
16：40〜17：40

英語・数学
１教科または
２教科

3,950円

初めての方  1,500円

5,800円

初めての方  2,300円
4/1㈪〜4/4㈭

［英語］
9：30〜10：30

［数学］
10：40〜11：40

中学準備
応用ゼミ 全４日間 

〈英語〉ある程度英語の学習が進んでいる
生徒が対象(入門レベルの英単語が
書け、is［be動詞］の使い方を学ん
だことがあるなど)。

〈数学〉正負の四則計算ができる生徒が対象。

4/1㈪〜4/4㈭
［英語］

9：30〜10：30
［数学］

10：40〜11：40

3,950円

初めての方  1,500円

5,800円

初めての方  2,300円

２教科

２教科

１教科

１教科

後期

前期

※教科ごとに応用ゼミと体験ゼミを別にしての受講も可能です。
※中学体験ゼミはどちらかの期間をお選びください〈指導内容は同じです〉。

先取り学習でスタートから差をつけます！

新
小
４
〜
６
生

※どちらかの期間をお選びください。指導内容は同じです。　※ICT教育導入！学習ツールとしてタブレットも使用します。

講座名 期　間 時間帯 受講費（税込）

英語講座 全３日間 
来年度から始まる小学校英語の「教科」としての導入
へ向けた移行措置・先行実施に対応します。

3/24㈰、3/26㈫、3/28㈭
10：40〜11：30 1,620円

初めての方  1,080円3/30㈯、4/1㈪、4/3㈬

前期

後期

各  期

NEW

新
小
４
〜
高
３ ※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。

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

１単位  3,800円
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。

小学生

高校生

中学生

新
小
４
〜
高
３
生 ※お友だちと２名で受講する場合は受講費が２割引となります。詳しくはお問い合わせください。　※３単位以上の場合の受講費についてはお問い合わせください。

※ご都合の良い期間・時間帯と教科を指定してください。１単位あたり１教科の指導となります。どの単元を行うかは事前に打ち合わせをします。
※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。※高校生は80分コースのみとなります。

講座名 期　間 時間帯 １単位あたりの受講費（税込）

完全マンツーマン
先生１人に
生徒１人！

個別ゼミ
（１単位３日間×80分）

または
（１単位３日間×60分）

Ⅰ期 3/23㈯〜3/25㈪
Ａ． 9：20〜10：40
Ｂ．11：00〜12：20
Ｃ．13：20〜14：40
Ｄ．15：00〜16：20
Ｅ．17：15〜18：35
Ｆ．18：45〜20：05
Ｇ．20：15〜21：35

Ｈ． 9：40〜10：40
Ｉ．11：00〜12：00
Ｊ．13：40〜14：40
Ｋ．15：00〜16：00
Ｌ．17：15〜18：15
Ｍ．18：45〜19：45
Ｎ．20：15〜21：15

60分コース      7,020円
初めての方      4,200円
80分コース      9,290円
初めての方      5,600円
60分コース  13,330円
初めての方      7,980円
80分コース  17,650円
初めての方  10,640円

Ⅱ期 3/26㈫〜3/28㈭

Ⅲ期 3/30㈯〜4/1㈪

Ⅳ期 4/2㈫〜4/4㈭

１
単
位

２
単
位

80分コース 60分コース

進研学習会☎（022）274-4511㈹
★ホームページアドレス http://www.sinken-g.com

●受付時間 月〜土曜／13：00〜21：00 日曜／10：00〜17：00 【３月23日㈯〜４月４日㈭／9：00〜21：30】 3月29日㈮休

兄弟・姉妹での受講の場合、
低額者の受講費が

半額
となります。

（個別ゼミ・エデュプラス・高校生は除く）

❶欠席した場合は、欠席分の
補習を行います。

❷受講費には、テキスト代等全て
が含まれています。（個別ゼミを除く）

❸表示料金はすべて消費税込み
の料金です。

母子家庭割引
春期講習受講費を10%割引きいたします。

「兄弟・姉妹割引」と重複割引有。

上記どちらの割引も「初めての方」は
重複割引になりません。

どちらか安い方の金額となります。

春期講習会申込み方法
電話にて申し込み

▼
こちらから「確認の通知」を

郵送します。
▼

期日まで講習費納入
▼

テキスト配布

春期講習受講後に入会の場合（4月13日まで）
1 ４月分月謝無料（個別ゼミは半額）

2 入会金無料（小４〜高３）

3 理科・社会ポケットブックプレゼント（中学生）

4 計算ドリルプレゼント（小学生）

一人ひとりを
フォローアップ 少人数設定１クラス定員12名程度

※定員になり次第または各ゼミ開講２日前に締切とさせていただきます。

特典

新
中
３
生

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

応用ゼミ 全５日間 
仙二、仙三、仙一、宮一、二華、館山、仙台高専な
どを目指す生徒が対象（学年上位20%以内）。
応用問題をパターン別に解説します。

3/30㈯〜4/3㈬
［３教科］

18：20〜21：00
［５教科］

17：15〜21：00

英・数・国・
理・社
または
英・数・国

8,100円

初めての方  3,900円

9,940円

初めての方  3,900円
標準ゼミ 全５日間 
中学１、２年生の重要項目を、
基礎から応用まで演習・解説します。

3/23㈯〜3/27㈬ ［３教科］
18：20〜21：00

［５教科］
17：15〜21：003/30㈯〜4/3㈬

５教科

３教科

後期

前期

※標準ゼミはどちらかの期間をお選びください。指導内容は同じです。　※3/27㈬、4/3㈬は時間帯が17：15〜18：45となります（全員）。
※3/27㈬は19：00〜21：00で補講を行います。　※新みやぎ模試は4/3㈬と4/4㈭の２日間で行います。

［新みやぎ模試受験者は別途3,700円］

新みやぎ模試
4/3㈬・4/4㈭

新
中
２
生

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

応用ゼミ 全５日間 
中学１年生で学習した重要単元について、
応用問題を中心に扱います！
学年で上位20%以内の生徒が対象。

3/23㈯〜3/27㈬
［３教科］

18：20〜21：00
［５教科］

17：15〜21：00

英・数・国・
理・社
または
英・数・国

8,100円

初めての方  3,900円

9,940円

初めての方  3,900円
標準ゼミ 全５日間 
中学１年生の重要テーマを単元別に
総整理し、基礎力の充実を目指します。

3/23㈯〜3/27㈬ ［３教科］
18：20〜21：00

［５教科］
17：15〜21：003/30㈯〜4/3㈬

５教科

３教科

後期

前期

※標準ゼミはどちらかの期間をお選びください。指導内容は同じです。　※3/27㈬、4/3㈬は時間帯が17：15〜18：45となります（全員）。
※3/27㈬は19：00〜21：00で補講を行います。　※新みやぎ模試は4/3㈬と4/4㈭の２日間で行います。

重要単元を総復習します！

［新みやぎ模試受験者は別途3,700円］

新みやぎ模試
4/3㈬・4/4㈭

「公立高校の入試のしくみ」説明会
公立高校の新しい入試のしくみについて詳しく説明し
ます。内申書と入試時の得点の関係などを正しく理解し、
子どもたちの今後の学習法のヒントにしてください。
【日　時】 ①３月21日（木・祝）19：30〜
　　　　 ②３月28日（木）　　　19：30〜　※約60分
　　　　 ③４月　６日（土）　　　19：30〜
【対　象】中学生及び保護者
【申込方法】進研学習会HPの「問合せ」フォームからお申し
込みください。「申込内容」には「入試説明会参加希望○
名、希望日時○月○日○：○○〜」とご記入ください。定員
になりしだい締切ります。お早目にお申し込みください。


