
無 料 体 験 授 業!
無料体験授業を４月20日㈯〜６月29日㈯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
業を受けられます。
※希望受講日の５日前まで電話でお申し込みください。

小４から高３までの児童・生徒を対象に

小
４
〜
高
３

●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（教科）、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。※毎週塾に来て学ぶコースもあります（４〜７月：木曜、９〜３月：水曜）。

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

エデュプラス 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！

個
別
ゼ
ミ

【　科　　目　】	英・数・国・理・社・算
【　内　　容　】「通う曜日・時間帯・教科・進め方・宿題の量」生徒一人ひとりの要望に合わせ

たカリキュラムで授業を進めていきます。苦手分野の復習でも、学校の進度に
合わせて進める授業でも、先取り学習でも、“自分が学びたいスタイル”で学
ぶことができます。進研学習会の個別ゼミは『先生１人に生徒１人』の完全個
別だから、分からない問題・つまずいた問題を質問したいときにいつでも質
問できます（※先生：生徒＝１：２まで対応します）。塾の内容だけでなく、学
校での学習内容等で分からない問題にも答えます。また、毎回「予習・宿題」
が出されるため、家庭学習の習慣づけにもつながります。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。
中学生は「個別ゼミ＋集団理社ゼミ」でバランスよく学べます！
集団理社ゼミの受講費は月額6,600円！
高校生は火・木曜の「英語質問タイム」を月額3,450円で受講できます！

【曜日・時間帯】	応相談（最終20：30開始）　　【　対　　象　】	小４〜高３

※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45分、60分

または90分、中学生は90分または120分。

小学生（1対1） 9,072円
（45分）

12,096円
（60分）

18,144円
（90分）

中学生（1対1） 19,440円（90分） 25,920円（120分）

中学生（1対2） 15,552円（90分） 20,736円（120分）

高校１年生（1対1） 20,088円（90分）

●受講費例／月４回の場合（税込）

※前期（４〜９月）プリント代3,240円

オススメ

会員生徒、児童が塾を入退室した
時に保護者の方にメールが送信さ
れるシステムです。また、塾からの
連絡などもメール配信いたします。
入室時や色々なイベント時にポイン
トがたまり、図書券やジュースなど
景品に交換もすることができます。

ニコ＠メール☺

※4/15以降の入会金は16,200円となります。
※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。 ※途中から入会の方は月謝・プリント代を回数割計算いたします。

春期講習受講者

入会金 無料!
兄弟姉妹が同時通塾する場合

※個別ゼミを除く

低額者の月謝
春・夏・冬期講習費半額!

小・中学生対象

まさかの時にも安心

塾保険制度
※保険料月額80円

小・中学生対象

※集団ゼミ20%、個別ゼミ10％引き

母子家庭割引
ガンバルお母さんを応援します!

進研学習会（022）274-4511㈹
〒981-8003 仙台市泉区南光台4-11-31

ホームページアドレス
http://www.sinken-g.com４月８日㈪以降の受付時間／13：00〜21：00（日曜定休）

クラス 曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

さんすう教室
こくご教室

月・火・金
から
１～３日

16：45～17：45 算数・国語
1教科から受講可

週１日   4,040円
週２日   8,080円
週３日 12,120円

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

小
学
４･

５･

６
年
生

算数は１日1枚の計算宿題プリント、国語は漢字の宿題プリントが出されます。授業は基本的にテキストの例題からヒントをもらい、自ら取り組む形式です。
学校の学習進度にとらわれずにわかるところから学習を始め、わからないところがあれば先生がしっかり説明していきます。また、当学年の内容を自分の力で
進めることができる児童は先取り学習も可能です。1教科週1日から受講可。国語を1日だけ、算数のみ週3回など自由に曜日、教科が選べます。ご都合に合わ
せて曜日をお選びください。学習ツールとしてタブレットも使用します。
さんすう教室…計算ドリル648円（1ステップ）、通年テキスト1,836円。こくご教室…漢字ドリル…648円（1ステップ）、通年テキスト1,836円。前期（4〜9月）プリント代1,296円。　

中学で習う英語を先取りして学ぶ講座です。2020年度から小学校で英語が教科化され、英語が小学生にとっても主要教科になります。進研学習会の英語講座
は「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランスよく身につけられるよう、映像の授業なども取り入れていきます。毎週出される英単語の練習、単語発
音の宿題などは中学生になってきっと役立つはずです。学習ツールとしてタブレットも使用します。
テキスト代（年額）2,700円／前期（４〜９月）プリント代1,620円。

曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

金（Ｂクラス） 18：40～21：50 英・数・国 ３教科 19,140円
５教科 22,800円

※８月は月謝不要

土（Ａ・Ｂクラス） 18：00～21：10
火 19：00～21：05 理・社

中
学
２
年
生

休日などを利用し、
定期テストの対策授業を行います（無料）。

○３教科（英数国）２レベル、３クラス
○金曜Bクラス・土曜B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。
○テキストは内申点アップに最適な教科書準拠版を使用します。

※テキスト代（年額）３教科／6,210円　５教科／10,498円。前期（４〜９月）プリント代3,240円　※英検等を取得している、英語だけは今通っている塾で続けて習いたい、と
いう生徒はお申し出ください。数国の２教科、数国理社の４教科受講ができます。月謝　数国２教科14,920円、数国理社４教科19,310円

曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

金 18：40～21：50 英・数・国 ３教科 19,140円
５教科 22,800円

※８月は月謝不要

土 18：00～21：10
火 19：00～21：05 理・社

中
学
１
年
生

地域に密着。だから定期テストに強い！ ○テキストは内申点アップに最適な教科書準拠版を使用します。
○金曜日、土曜日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。

※テキスト代（年額）３教科／6,210円　５教科／10,498円。前期（４〜９月）プリント代3,240円　※英検等を取得している、英語だけは今通っている塾で続けて習いたい、と
いう生徒はお申し出ください。数国の２教科、数国理社の４教科受講ができます。月謝　数国２教科14,920円、数国理社４教科19,310円

クラス 曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

数Ⅱ・Ｂフレックス 火 20：10～22：00 数学 数学フレックスのみ	16,200円
数学フレ＋英語質問タイム	19,650円英語質問タイム 木 20：10～22：00 英語

クラス 曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

数Ⅰ・Ａフレックス 木 20：10～22：00 数学 数学フレックスのみ	16,200円
数学フレ＋英語質問タイム	19,650円英語質問タイム 火 20：10～22：00 英語

高
校
生

※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（４〜９月）プリント代3,240円。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。
講師２、３名で生徒７〜10人を担当します。英語質問タイムは補講スタイルで行います。

通常ゼミお申し込み方法

授業開始

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

※入会受付は定員に達するまで随時行っています。

通常ゼミ初回納入額 入会金	5,400円	※4/13まで テキスト代（年額） 前期プリント代 １ヶ月の月謝塾保険料
春期講習受講者は無料

曜　日 時間帯 教　科 受講費（月額・税込）

月・水・金 19：00～21：30の
時間内に1.5～2.5時間 英・数・国・理・社

３教科 20,910円
５教科 25,390円

※８月は英数２教科指導 17,000円

中
学
３
年
生

レベル別のクラス設定
※３教科（英・数・国）は１週４時間（２日）、５教科は１週６時間（３日）。
※９月度より週２日各３時間授業。
※12月までのテキスト代５教科／10,800円。前期（４〜９月）プリント代3,888円。

新みやぎ
模試〈中３〉

【　会　　場　】進研学習会 又は 一般会場
【模試実施月】７・８・９・10・11・12・１月
【　受　験　料　】１回3,900円

毎週木曜日は「補講」が開講されています。家での勉強に集中できない人、分からな
い問題を質問したい人、欠席をした人などのための時間です。無料で毎週開催してお
りますので、ぜひご活用ください。 ※９月から３月の間は水曜日の開講となります。

一人ひとり
の

ニーズに
応える

フォローア
ップ

対策

部活が忙しくても
大丈夫ですか？Q A

木曜18：30〜21：00まで「補講」を
　　  で行っています。無料

模試の結果や塾での学習態度をあわせ、家庭での学習法など
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、希望者には随時教育相談を受け付けます。

進 路 教 育 相 談 会員父母対象個別相談

定期教育相談　年３回実施

登録
無料!


