
疑問・質問は
随時対応！

進研学習会Ⅱ期ゼミ
がんばるキミを完全バックアップ！

無料体験授業！

受付時間／13：00～21：00（日曜定休）

無料体験授業を8月31日(金)～12月1日(土)まで
実施しています。入会をお考えの方は進研学習会の
ワカる授業をぜひご体験ください。個別ゼミは2
日、集団ゼミは2週間の体験授業をうけられます。
※希望受講日の5日前まで電話でお申込みください。
※高校フレックスのみ有料となります（1,080円）。

◯高校入試を見据え、中学校の学習をがんばっている生徒を応援します。

小4から高3までの
児童・生徒を対象に特待生制度【中学生】

※H29年度後期・H30年度前期の通知表のデータを対象とします。

毎月の授業料を
5教科受講者20％OFF！
3教科受講者・個別ゼミ生10％OFF！
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●最初に思考力、判断力、柔軟性を求めた問題を行い、その後、宿題の見直しを行います。間違えた問題やわからない問題は、先生が教えな
がら進めるのでわからないまま進むということがありません。“できるようになった！”感覚を大事にしています。

●単純な計算、文章題などを繰り返し進めることにより、算数力を総合的につけることができます。
●問題量が豊富で類題の反復練習ができるテキストと、計算トレーニング重視のドリルを併用し、各自のペースで進めます。
※テキスト代（年額）／1,836円　計算ドリル（1ステップ）／648円　前期（9月）プリント代／216円。

※夏期講習を受講されていない場合、8/31までは入会金5,400円、9/1以降は通常料金（16,200円）となります。夏期講習受講者は無料。
※表示の料金には消費税が含まれています。 ※塾保険料は1ヶ月あたり80円です。 ※途中入会の方は受講費を回数割計算いたします。
※進研学習会では、維持費、冷暖房費などは一切いただいておりません。 ※翌月からは月謝のみいただきます。

夏期講習受講者は無料。

8,080
6,060
4,040

※前期(9月)プリント代／540円。

国理社の場合は月額9,800円！

入会金5,400円※8/31まで テキスト代（年額） 前期プリント代 塾保険料 1ヶ月の月謝

① お問い合わせご相談　　　　② 入会希望受付
③ お申し込み初回会費納入　　④ テキスト配布 授業開始

※8/31まで
9月分9月分9月分9月分 月謝半額！月謝半額！月謝半額！月謝半額！月謝半額！月謝半額！月謝半額！月謝半額！9月分 月謝半額！

小・中学生
対象

小・中学生
対象

【科　　目】英・数・国・理・社・算 【対　　象】小4～高3
個別ゼミは一人ひとりのニーズにお応えします。集団ゼミの曜日にはどうしても通えない、特定の科目だけパワーアップした
い、自分のペースでやりたい、などの希望に合わせて授業を進めていきます。また個別ゼミを受講される多くの方が1対1の完
全個別を希望されているため、質問に対してもじっくりと対応できます。予習・宿題も出されるので、家庭学習のペースメー
カーにもなります。特定の分野のみの短期の個別ゼミなども可能で
すので詳しくはお問い合わせください。

【内　　容】

※教材は3ヶ月～1年間使用できるもので864円～2,400円です。 ※通常ゼミとあわせての受講もできます。
※1回当たりの授業時間は、小学生は45分、60分または90分、中学生は90分または120分。

※テキスト代（初回）／1,296円　国語ドリル（1ステップ）／648円　前期（9月）プリント代／216円。

4,940
●自発的学習の習慣と基礎的国語力を身につけ、国語の勉強好きになることを目指します。
●漢字の読み書きと、読解問題を中心に学習します。完全に理解するまで学習できる、「サイクル学習システム」を用いた進級式教材を使い

ます。無理なくできるところから、毎回高得点の自信を積み重ね、着実にステップアップしていきます。

※登録費用（初回のみ）／3,240円　テキスト代／1,134円～2,592円（1教料）。

●使用するテキストがそのまま画面に表示され、蛍光マーカーで色分けして解説されるので、テキストが自然に重要ポイントのまとまったノートに仕上
がります。タブレットは12ヶ月経過後、追加料金なしでプレゼントいたします。コンテンツ（教料）、テキスト等についてはお問い合わせください。

月額基本料金3,780円+1コンテンツ（1教科）200円 （例）中3生、数学中1～3、英語中1～3　基本料金3,780円+コンテンツ料400円
=月謝4,180円！　これに理科中1～3を加えても月謝4.380円です。 ※毎週水曜19：20～21：10に塾に来て学ぶコースもあります。

楽しいこくご教室 月 国語

◎算数・国語を楽しく学ぶコース！さんすう教室は児童4～5人に1人の先生が担当。

タブレットによる映像授業。まるで家庭教師の先生がとなりにいるみたい！エデュプラス

毎週水曜日は質問の日「補講」を実施しています。「学校・塾の宿題」「テスト範囲のプリント」からの質
問ももちろんＯＫ！一人で家庭学習をするのが大変な人、分からない問題を質問したい人は水曜日
に塾へ集合！通常授業の遅刻・欠席分のフォローも行います。無料ですのでぜひ利用してください。
○水曜日　18：30～21：00(中3は21：45まで) ※時間内であれば出入り自由 ※小・中学生が対象

会員父母対象
個別相談会
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学習法などについてアドバイスいたします。入試制
度の変更についての情報なども随時提供していき
ます。定期教育相談は年3回行います。
また、希望者には随時相談教育を受け付けます。

定期教育相談・年3回実施

進研学習会 様　夏期講習会B4チラシ（H257mm×W364mm）　裏面　18.06.19〔2校〕

曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

金（標準クラス） 18：40～21：50
英・数・国

土（標準クラス・応用クラス） 18：00～21：10
火 19：00～21：05 理・社

小
４
・
５
・
６

個
別
ゼ
ミクラス 曜日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

標準ゼミ
月
16：45～17：45

算数
水 英語

小
６

中学入学までに差をつけよう●算数は発展的な学習もカリキュラムに盛り込ん
でいます（附属中・私立受験対応）。
●英語は4月から先行実施されている新指導要領に
基づいた授業を、デジタル教材も利用して進めて
います。

※テキスト代（年額）算数/1,944円、英語/2,700円
　前期（9月）プリント代/540円。

中
学
１
年
生

●テキストは教科書準拠版を使用し、
　内申点アップを重視した授業を行い
ます。
●金曜クラス・土曜クラスの
　指導内容は同じです。
　どちらかの曜日をお選びください。
●全国模試 /10・1月

曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

金 18：40～21：50
英・数・国

土 18：00～21：10
火 19：00～21：05 理・社

※テキスト代（年額）3教科/6,210円、5教科/10,498円　前期（9月）プリント代/540円。
※土曜クラスは受講者数や成績など、基準に達した場合は応用クラスを設置する予定です。

■休日を利用した定期テスト対策で点数を底上げします（無料）。

中
学
３
年
生

●レベル別のクラス設定
● 3レベルのクラス編成
1ヶ月ごとにクラス替えを行います。
※通塾日は月・木または月・金となります。
　クラスにより異なりますので、詳しくはお問
い合わせください。
●10月より「公立前期対策講座」を
開講します。

※12月までのテキスト代/10,800円 前期（9月） プリント代/648円。

全9回/1回あたり　テスト（45分）＋解説（45分）を2セット

【曜日】土曜日
【時間帯】13：30～16：30
【受講費】19,440円

※この講座のみの受講はできません。
（全9回分）

この講座では、制限時間内に試験形式の問題演習を行い、直後に解説授業を
実施します。実践力修得が主な狙いです。入試問題は、知識があればすぐに問
題が解けるものではありません。広範囲から総合的に出題されるため、知識
だけでは不十分で、現場で処理する能力も必要とされます。本番さながらの
条件下で、戦略を練りつつ問題にあたる。これを繰り返すことで、どの問題に、
どのようなアプローチで、どの程度の時間をかけるかを学びます。

新みやぎ模試
●模試実施日：9/9、10/7
　　　　　　 11/3、12/2
●受講料　1回　3,700円
※会員以外の方も受験できます。
　詳しい日時・場所はお問い合わせください。
　9日前までにお申し込みください。

曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

月 18：15～21：20 英・数・国
理・社木または金 18：15～21：20

9/1土
開講！

サクセストライアル〈中3〉

高
校
生

●数学フレックスは学校でわからなかった
　問題等を個別に質問できる講座です。
●模試対策なども過去問を使って行います。
●講師2、3名で生徒7～10名を担当します。
●英語質問タイムは補講スタイルで行います。
　講師1名で7名を担当します。
※テキストは学校で使用している問題集を使用します。　
前期（9月）プリント代/540円。

クラス 曜日 時間帯 受講費（月額・税込）

数Ⅱ・Bフレックス 木 20：10～
　　22：00英語質問タイム 火

数学フレ＋
英語質問タイム

数学フレックス

19,650円
16,200円

3教科

5教科

3教科

5教科

19,140円
22,800円

19,140円
22,800円

5教科必修 25,390円

クラス 曜日 時間帯 受講費（月額・税込）

数Ⅰ・Bフレックス 火 20：10～
　　22：00英語質問タイム 木

数学フレ＋
英語質問タイム

数学フレックス

19,650円
16,200円

小
４
〜
高
３

クラス 曜日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

英語講座 木 16：45～17：45 英語 6,480円※テキスト代（年額）/2,700円。
　前期（9月）プリント代/270円。

●読む、書く、話す、聞くの4技能を少人数制
　（定員10名）授業で楽しく指導していきます。小

５

●レベル別のクラス編成
●全国模試 /10・1月
●金曜標準クラス・土曜標準クラスの
　指導内容は同じです。どちらかの曜日
　をお選びください。
●応用クラスは土曜日のみとまります。

※テキスト代（年額）3教科/6,210円、5教科/10,498円　前期（9月）プリント代/540円。

■基礎問題の反復により、標準・応用問題への対応力を身につけます。
中
学
２
年
生

1教科
2教科

6,480円
10,960円


