
講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

標準ゼミ 全10日間 7/24㈯、7/26㈪、7/28㈬、
7/30㈮、7/31㈯、8/2㈪、

8/4㈬、8/6㈮、8/7㈯、8/9㈪
13：00～17：15

[5教科必修]
英・数・国・

理・社

[新みやぎ模試]8/11㈬

37,800円
初めての方 18,600円

[新みやぎ模試受験者は]別途3,900円応用ゼミ 全10日間

パーフェクトマスター
全5日間

8/17㈫～8/21㈯ 14：00～17：00 英・数 17,380円
初めての方 7,200円

5教科

●クラス分けは学校での成績等で決定いたします（応用ゼミは上位20％以内。テストは特に行いません）。  ●パーフェクトマスターのみの受講はできません。
●パーフェクトマスターはレベル別のクラス編成です。 ●8/11は新みやぎ模試を実施します（8：30〜13：20）。

中
学
３
年
生

小
４
〜
６

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

Ａ期間 7/26㈪、7/28㈬、7/30㈮

10：00～10：50 算数 各期 2,550円
初めての方 1,000円

Ｂ期間 8/2㈪、8/4㈬、8/6㈮

Ｃ期間 8/17㈫、8/19㈭、8/21㈯

こくご教室
 全３日間

8/2㈪、8/4㈬、8/6㈮ 11：00～11：50 国語 2,550円
初めての方 1,000円

えいご講座
 各３日間

Ａ期間 7/26㈪、7/28㈬、7/30㈮
11：00～11：50 英語 各期 2,550円

初めての方 1,000円Ｂ期間 8/17㈫、8/19㈭、8/21㈯
●さんすう…復習プリント解説とパズルなどの思考力を高める問題を行います。 ●さんすう教室は各期間で、異なる内容の授業を行います。
●こ く ご…短い文章を完全に理解するまで学習を繰り返し、読解力を養います。
●え い ご…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。 ●えいご教室は各期間で、異なる内容の授業を行います。
※学習ツールとしてタブレットも使用します。

小
４
〜
高
３

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
１単位＝４日間×80分（60分）

個別ゼミの「期間・時間帯（80分
コースのＡ〜Ｇまたは60分コースの
Ｈ〜Ｎ）」からお選びください。
同期間（４日間）で２単位以上受講
することもできます。期間ごとに時
間帯を揃えてください。

小学生：算・国・理・社
中学生：英・数・理・社
高校生：数Ⅰ・A・Ⅱ・B 
　　　　英Ⅰ・Ⅱ

※小学生の理・社は
　５年または６年のみ

１単位
60分コース 4,000円
80分コース 5,200円

●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をしていきます。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でならったことを定着させることにも有効です。

進研学習会☎（022）274-4511㈹
●受付時間 月～土曜／13：00～21：00・日曜／10：00～17：00　　●夏期講習期間 7/22㈭～8/23㈪／9：30～21：00
※休業日／7/25㈰、8/1㈰、8/8㈰、8/12㈭～16㈪　　★ホームページアドレス http://www.sinken-g.com

兄弟・姉妹割引
兄弟・姉妹で夏期講習を受講する場
合、低額者の受講費が半額になります
（個別ゼミ・エデュプラスは除く）。

母子家庭割引
夏期講習受講費を

10%割引きいたします。

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。上記割引は小・中学生のみ。

※1. 発熱・高校説明会などで欠席した場合は、欠席分をフォローします（英数フレックスを除く）。
※2. 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・エデュプラスを除く）。
※3. 表示料金はすべて消費税込みの料金です。

夏期講習会
申し込み方法

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

夏期講習受講後に入会の場合（8月31日まで）
1 9月分月謝半額
　　　　◆他の塾から転塾される方は9月分月謝無料

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）

少人数設定１クラス定員14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。

一人ひとりを
フォローアップ

特典「公立高校の入試のしくみ」説明会
公立高校の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】 7月15日（木）19：30～20：30
【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」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。

（小4 ～高3）
※個別ゼミ・集団ゼミ両方

高
校
生

講座名・指導教科 期　間 時間帯 受講費（税込）

数学フレックス 7/29㈭、8/5㈭、8/19㈭
19：50～21：30

数学のみ 13,800円
初めての方 9,600円

数学＋英語 17,100円
初めての方 11,900円英語質問タイム 7/27㈫、8/3㈫、8/10㈫、8/17㈫

●教科書や模試、夏休みの学校の課題等を持参してください。一人ひとり個別に解説していきます。数学は、数Ⅰ・A、数Ⅱ・Bに対応します。
●個別ゼミも受講される方は、「数学のみ」を10,600円、「英語のみ」を2,100円、「数学＋英語」を11,900円で受講できます。

小
４
〜
高
３

講座名 期　間 時間帯 受講費（税込）

生徒１名の
完全ワンツーマン

指導！

個別ゼミ
〈4日間×80分（60分）=1単位〉

月曜コース 7/26、8/2、8/9、8/23
Ｈ．10：00～11：00
Ｉ．11：10～12：10
Ｊ．14：00～15：00
Ｋ．15：10～16：10
Ｌ．17：10～18：10
Ｍ．18：35～19：35
Ｎ．20：05～21：05

Ａ． 9：45～11：05
Ｂ．11：10～12：30
Ｃ．13：40～15：00
Ｄ．15：10～16：30
Ｅ．16：50～18：10
Ｆ．18：35～19：55
Ｇ．20：05～21：25

60分コース １単位 　9,900円
初めての方 7,800円

80分コース １単位 13,200円
初めての方 10,400円

60分コース １単位 11,600円
初めての方 9,100円

80分コース １単位 15,500円
初めての方 12,200円

80分コース １単位 16,700円
初めての方 13,200円

火曜コース 7/27、8/3、8/10、8/17
水曜コース 7/28、8/4、8/11、8/18
木曜コース 7/22、7/29、8/5、8/19
金曜コース 7/23、7/30、8/6、8/20
土曜コース 7/24、7/31、8/7、8/21

※テキストをこちらで用意する場合、別途教材費として540〜864円必要です。
※プリントをこちらで用意する場合、別途プリント代150円（１教科）必要です。
※右記の受講費は生徒１名につき先生１名の場合です。 ※都合の良い期間・時間帯・教科をご指定ください。
※１単位あたり、１教科の指導となります。 ※２人で受講する場合は受講費が２割引となります。

60分コース 80分コース
小
学
生

高
校
生

中
学
生

●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）。
●標準ゼミはどちらか都合の良い期間をお選びください（指導内容は同じです）。
●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。 ●8/11は新みやぎ模試を実施します（14：00〜18：50）。

中
学
２
年
生

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

応用ゼミ 全８日間 7/24㈯、7/27㈫、7/29㈭、7/31㈯、
8/3㈫、8/5㈭、8/7㈯、8/10㈫

[5教科]
17：50～21：05

[3教科]
19：00～21：05

[5教科]
英・数・国・理・社

[3教科]
英・数・国
[新みやぎ模試]8/11㈬

29,600円
初めての方 9,800円

27,400円
初めての方 9,800円

[新みやぎ模試受験者は]別途3,900円

標準ゼミ 全８日間

Ａ
期
間

7/23㈮、7/26㈪、7/28㈬、
7/30㈮、8/2㈪、8/4㈬、

8/6㈮、8/9㈪

Ｂ
期
間

7/24㈯、7/27㈫、7/29㈭、
7/31㈯、8/3㈫、8/5㈭、

8/7㈯、8/10㈫

5教科

3教科

●どちらか都合の良い期間をお選びください（指導内容は同じです）。
●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。 ●8/11は新みやぎ模試を実施します（14：00〜18：50）。

中
学
１
年
生

講座名 期　間 時間帯 指導教科 受講費（税込）

標準ゼミ 全８日間

Ａ
期
間

7/23㈮、7/26㈪、7/28㈬、
7/30㈮、8/2㈪、8/4㈬、

8/6㈮、8/9㈪ [5教科]
17：50～21：05

[3教科]
19：00～21：05

[5教科]
英・数・国・理・社

[3教科]
英・数・国

[新みやぎ模試]8/11㈬

24,800円
初めての方 5,800円

21,500円
初めての方 5,800円

[新みやぎ模試受験者は]別途3,900円

Ｂ
期
間

7/24㈯、7/27㈫、7/29㈭、
7/31㈯、8/3㈫、8/5㈭、

8/7㈯、8/10㈫

5教科

3教科


