
継続授業のご案内（定期試験対策を通した入試対策・裁量対策） 

 

 

 

～フィードバックシステムで、学習の悩みを改善しませんか？～ 

①「部活で疲れた」と言って、家で勉強しない… テスト前しか勉強しない… 

②「復習しなさい」と言っても、「覚えた」「もう見たから大丈夫」と言って繰り返しやらない… 

③「勉強が面白くない」と言って、やる気がない… 熱心に指導してくれる先生がいない… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「復習が大事」と言われることは多いと思いますが、 

増進会では効果的な『復習プログラム』をご用意して 

おります。（単に、家庭学習用教材で復習させるわけで 

はありません） 

Ｓ-ＰＬＡＳ（進学会ﾌﾟﾘﾝﾄﾗｰﾆﾝｸﾞｱｼｽﾄｼｽﾃﾑ）は、授業 

で扱った内容を復習する専用プリントです。（ｱﾀｯｸﾌﾟﾘﾝﾄ） 

解いたプリントを提出し、翌週に不正解だった問題の類 

題プリントをお渡ししています。（ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟﾌﾟﾘﾝﾄ） 

 さらに、定期試験前には試験範囲の該当箇所を指定し、 

間違えた問題をまとめて再出力することができます。 

復習も含めた指導まで行うのが当会の強さの秘訣です！ 

 

増進会の授業は『予習調べ』からはじまります。予習を通して、 

「できる」と「できない」を明確にし、毎回の授業に目的意識を持っ 

てもらいます。 指導する我々も予習状況から、どこを重点的に指導 

すべきかを判断しで授業を行います。『予習』が学習効果を上げる秘訣です。 

 

予習調べをしているので、各自の弱点に合わせて効果的に授業をし 

ます。『発問』が多く適度な緊張感とわかりやすく楽しい授業が魅力です。 

 使うテキストは増進会のオリジナルテキストです。学校の教科 

書に対応した教材を目的別・レベル別に作成しています。生徒を知る 

講師陣が執筆を行うことで、限られた指導時間の中で、効果的に必要 

な学習事項が習得される『最高の教材』を生み出しています。 

進学 太郎 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増進会は学校の『先取り』を行うので、

学校は復習の場となります。 

学習効率も良く、知っている内容だか

ら、積極的に発表できるので、『内申点』

も期待できます。 

 

【５科目+計算英単語】×【年間12回】＝合計72回の到達度確

認テストを通常授業時に実施します。 

７２回すべてのテストにおいて、平均点・全国順位だけでな

く、偏差値まで出します。全国展開の総合学習塾だからこそ

できる統計処理が増進会にはあります。 

 

定期試験２週間前から『試験対策授業』がスタート！ 

 

各中学の定期試験問題の『回収・分析』をしています。 

 単に試験範囲の授業をするのではなく、『頻出問題や差が付く 

問題』をテキストの試験対策問題を通じて、指導しています。 

 

 

全国一斉模試（合格判定テスト・学力コンクール）は中３で全８回、 

小４～中２では全７回あります。全国一斉模試は全国で同日に開催され、 

志望高の合格可能性を精密に判定します。 

試験範囲は今までに学習した全範囲が出るので、定期試験だけではわ 

からない『真の学力』がわかります。さらに、テスト終了後はできな 

かった問題の解き直しをしてもらいます。増進会は、『弱点』に焦点 

を当てて、徹底的に反復させるシステムを持っています。 

 

春・夏・冬の講習会は復習が中心です。講習会の始めに 

は、『弱点診断テスト』があり、『弱点』を把握した上で、講 

習会に臨めるようになっています。 

 「できない」を「できる」に変える。言葉では簡単そうに聞こ 

えますが、お子様ひとりでは難しいことです。 

増進会にはそれができる『システム』があります。 



                             ◆ 中学生は５教科指導！ 

                             ◆ 小学生は教科選択が可能！ 

                             ◆ 無料体験できます！ 

                             ◆ 何でもご相談ください！ 

９月１日（金）以降の時間割 

会場 学年 コース 月 火 水 木 金 土
小１～３ キッズ 16:00～17:10

ぐんぐん 算数・国語
小４ マスター 17:10～18:10 17:10～18:10

算数 国語・英語
小５ マスター （開設準備中） 17:40～18:50

国語・英語 算数
小５ 中学受験 17:30～19:00 17:30～19:00

算数 国語
小６ マスター 17:20～18:40 17:40～19:00 （開設準備中）

理社 算数 国語・英語
小６ 中学受験 16:20～16:50 16:20～16:50 14:30～15:00

過去問特訓（国語） 過去問特訓（算数） 過去問特訓（理社）

17:00～19:00 17:00～19:00 15:10～17:10

国語 算数 理科・社会
中１ マスター 19:30～20:50 19:30～20:50 19:30～20:50

英語・国語 数学 理科・社会
中１ エクセル 17:30～19:10

理科・社会
19:30～21:10 19:30～21:10 19:30～20:50

英語・国語 数学 国語（月に２回）

中２ マスター 19:30～21:00 19:30～21:00 19:30～21:00

英語・国語 理科・社会 数学
中２ エクセル 17:30～19:00

国語（月に２回）

19:20～21:10 19:20～21:10 19:20～21:10

理科・社会 数学 英語・国語
中３ マスター 17:30～19:10 17:30～19:10 17:30～19:10

英語・国語 数学 理科・社会
中３ エクセル 17:20～19:00

国語（月に２回）

19:20～21:20 19:20～21:20 19:20～21:20

英語・国語 数学 理科・社会
小１～４ キッズ 15:30～16:40

ぐんぐん 算数・国語
中１ マスター 18:00～19:20 18:00～19:20 18:00～19:20

数学 英語・国語 理科・社会
中２ マスター 19:30～21:00 19:30～21:00 19:30～21:00

理科・社会 英語・国語 数学
中３ マスター 19:30～21:10 19:30～21:10 19:30～21:10

数学 英語・国語 理科・社会

過去問特訓は
９月より開講

長
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 受講資格 

【中学マスター】通知表５教科評定１５以上 
【エクセル】通知表５教科評定２２以上かつ選抜試験合格者 
【中学受験】選抜試験合格者 

 
 

小学生の方は，通知表評定による受
講資格はありませんが，当会指定の
入塾試験を受験していただく場合
があります。詳細はお問い合わせく
ださい。 
 



 ＜小１～小３(小４・５も受講可能)キッズぐんぐんスクール受付中！＞ 

  ★ 週１日・７０分・算数と国語を指導します！ 

  ★ 少人数指導・個別指導形式です！ 

  ★ 継続生(塾生)の弟妹の方は入会金全額免除！ 

会場 学年 コース 月 火 水 木 金 土
小１～４ キッズ 16:00～17:10

ぐんぐん 算数・国語
中１ マスター 18:00～19:20 18:00～19:20 18:00～19:20

数学 英語・国語 理科・社会
中２ マスター 19:30～21:00 19:30～21:00 19:30～21:00

理科・社会 数学 英語・国語
中３ マスター 19:30～21:10 19:30～21:10 19:30～21:10

数学 英語・国語 理科・社会
中３ マスター 19:30～21:10 17:00～18:40 19:10～20:50

理科・社会 数学 英語・国語
小１～５ キッズ 17:30～18:40

ぐんぐん 算数・国語
小６ マスター 17:20～18:40 （開設準備中）

算数 国語・英語
中１ マスター 19:40～21:00 19:40～21:00 19:40～21:00

（開設準備中） 英語・国語 理科・社会 数学
中２ マスター 19:30～21:00 19:30～21:00 19:30～21:00

理科・社会 数学 英語・国語
中３ マスター 17:00～18:40 19:30～21:10 19:30～21:10

英語・国語 理科・社会 数学
中３ マスター 17:00～18:40 17:40～19:20 17:40～19:20

英語・国語 理科・社会 数学
中１ マスター 19:40～21:00 19:40～21:00 18:00～19:20

数学 理科・社会 国語・英語
中２ マスター 19:30～21:00 19:30～21:00 19:30～21:00

国語・英語 理科・社会 数学
中３ マスター 19:30～21:10 17:50～19:30 19:30～21:10

数学 理科・社会 国語・英語
中３ マスター 17:40～19:20 17:40～19:20 19:30～21:10

数学 理科・社会 国語・英語
中３ エクセル 17:10～18:50

国語（月に２回）

19:10～21:10 19:10～21:10 19:10～21:10

理科・社会 国語・英語 数学

10/1から

恵
み
野

清
流

向陽台

恵
庭
駅
東
口

9/30まで

10/1から

9/30まで

 

◎お知らせ◎ 

１．曜日や時間に不都合がある方はご相談ください。クラスによっては，変更できる場合があ 

ります。また，特定の曜日（教科）のみを他のクラスで受講することも可能です。 

  【例】恵み野１Ｍ１の火曜日（数学）のみ都合が悪い場合 

      ・火曜日の数学を受けずに，水曜日の千歳本部１Ｍ１で受講する 

      ・木曜日と土曜日は恵み野１Ｍ１で受講する 

２．時間割は今後変更になる場合があります。 

 

 



【2017 年】入会時諸費用一覧（９月入会） 

◆９月入会特典◆ 
 ①夏講受講者       ⇒ 入会金 10,000 円免除 
 ②兄弟姉妹の方の同時入会 ⇒ ２人目以降から入会金全額免除 

前期・後期 前期 前期 後期 後期
教材費 テスト代 維持費 テスト代 維持費

（正規） （夏講受講者） (９月～３月) (９月) (９月) （夏講未受講者） （夏講受講者） (10月～３月) (10月～３月)

7,500円 － 7,000円 7,000円 10,871円 － 667円 26,038円 26,038円 1,200円 2,000円
税込8,100円 税込7,560円 税込7,560円 税込11,740円 税込720円 税込28,120円 税込28,120円 税込1,296円 税込2,160円

7,500円 － 7,000円 7,000円 10,871円 － 667円 26,038円 26,038円 3,850円 2,000円
税込8,100円 税込7,560円 税込7,560円 税込11,740円 税込720円 税込28,120円 税込28,120円 税込4,158円 税込2,160円

7,500円 － 7,000円 － 11,482円 － 667円 26,649円 19,649円 6,500円 2,000円
税込8,100円 税込7,560円 税込12,400円 税込720円 税込28,780円 税込21,220円 税込7,020円 税込2,160円

15,000円 1,000円 15,000円 5,000円 16,093円 3,130円 1,500円 51,723円 41,723円 17,500円 4,500円
税込16,200円 税込1,080円 税込16,200円 税込5,400円 税込17,380円 税込3,380円 税込1,620円 税込55,860円 税込45,060円 税込18,900円 税込4,860円

7,500円 500円 15,000円 5,000円 8,362円 1,667円 834円 33,863円 23,863円 9,000円 2,500円
税込8,100円 税込540円 税込16,200円 税込5,400円 税込9,030円 税込1,800円 税込900円 税込36,570円 税込25,770円 税込9,720円 税込2,700円

18,000円 － 15,000円 5,000円 19,593円 4,112円 1,500円 58,205円 48,205円 23,500円 4,500円
税込19,440円 税込16,200円 税込5,400円 税込21,160円 税込4,440円 税込1,620円 税込62,860円 税込52,060円 税込25,380円 税込4,860円

24,000円 － 15,000円 5,000円 30,334円 4,112円 1,500円 74,946円 64,946円 23,500円 4,500円
税込25,920円 税込16,200円 税込5,400円 税込32,760円 税込4,440円 税込1,620円 税込80,940円 税込70,140円 税込25,380円 税込4,860円

16,000円 1,000円 15,000円 5,000円 16,686円 3,130円 1,500円 53,316円 43,316円 17,500円 4,500円
税込17,280円 税込1,080円 税込16,200円 税込5,400円 税込18,020円 税込3,380円 税込1,620円 税込57,580円 税込46,780円 税込18,900円 税込4,860円

8,000円 500円 15,000円 5,000円 8,963円 1,667円 834円 34,964円 24,964円 9,000円 2,500円
税込8,640円 税込540円 税込16,200円 税込5,400円 税込9,680円 税込1,800円 税込900円 税込37,760円 税込26,960円 税込9,720円 税込2,700円

19,000円 － 15,000円 5,000円 19,593円 4,112円 1,500円 59,205円 49,205円 23,500円 4,500円
税込20,520円 税込16,200円 税込5,400円 税込21,160円 税込4,440円 税込1,620円 税込63,940円 税込53,140円 税込25,380円 税込4,860円

27,000円 － 15,000円 5,000円 36,658円 4,112円 1,500円 84,270円 74,270円 23,500円 4,500円
税込29,160円 税込16,200円 税込5,400円 税込39,590円 税込4,440円 税込1,620円 税込91,010円 税込80,210円 税込25,380円 税込4,860円

21,500円 1,500円 15,000円 5,000円 20,250円 4,667円 2,500円 65,417円 55,417円 24,000円 7,500円
税込23,220円 税込1,620円 税込16,200円 税込5,400円 税込21,870円 税込5,040円 税込2,700円 税込70,650円 税込59,850円 税込25,920円 税込8,100円

17,000円 1,000円 15,000円 5,000円 16,723円 3,167円 1,667円 54,557円 44,557円 17,500円 5,000円
税込18,360円 税込1,080円 税込16,200円 税込5,400円 税込18,060円 税込3,420円 税込1,800円 税込58,920円 税込48,120円 税込18,900円 税込5,400円

8,500円 500円 15,000円 5,000円 8,963円 1,667円 834円 35,464円 25,464円 9,000円 2,500円
税込9,180円 税込540円 税込16,200円 税込5,400円 税込9,680円 税込1,800円 税込900円 税込38,300円 税込27,500円 税込9,720円 税込2,700円

28,000円 － 15,000円 5,000円 24,112円 6,778円 2,500円 76,390円 66,390円 30,000円 7,500円
税込30,240円 税込16,200円 税込5,400円 税込26,040円 税込7,320円 税込2,700円 税込82,500円 税込71,700円 税込32,400円 税込8,100円

35,500円 － 15,000円 5,000円 42,500円 6,778円 2,500円 102,278円 92,278円 30,000円 7,500円
税込38,340円 税込16,200円 税込5,400円 税込45,900円 税込7,320円 税込2,700円 税込110,460円 税込99,660円 税込32,400円 税込8,100円

26,500円 1,500円 15,000円 5,000円 24,473円 4,667円 2,500円 74,640円 64,640円 24,000円 7,500円
税込28,620円 税込1,620円 税込16,200円 税込5,400円 税込26,430円 税込5,040円 税込2,700円 税込80,610円 税込69,810円 税込25,920円 税込8,100円

28,500円 1,500円 15,000円 5,000円 27,612円 6,093円 2,500円 81,205円 71,205円 31,000円 7,500円
税込30,780円 税込1,620円 税込16,200円 税込5,400円 税込29,820円 税込6,580円 税込2,700円 税込87,700円 税込76,900円 税込33,480円 税込8,100円

4,500円 － － 4,500円 4,500円 － －
税込4,860円 税込4,860円 税込4,860円

26,500円 1,500円 15,000円 5,000円 25,482円 4,667円 2,500円 75,649円 65,649円 24,000円 7,500円
税込28,620円 税込1,620円 税込16,200円 税込5,400円 税込27,520円 税込5,040円 税込2,700円 税込81,700円 税込70,900円 税込25,920円 税込8,100円

28,500円 1,500円 15,000円 5,000円 29,547円 6,102円 2,500円 83,149円 73,149円 32,000円 7,500円
税込30,780円 税込1,620円 税込16,200円 税込5,400円 税込31,910円 税込6,590円 税込2,700円 税込89,800円 税込79,000円 税込34,560円 税込8,100円

4,500円 － － 4,500円 4,500円 － －
税込4,860円 税込4,860円 税込4,860円

26,500円 1,500円 15,000円 5,000円 27,612円 7,593円 2,500円 80,705円 70,705円 26,500円 7,500円
税込28,620円 税込1,620円 税込16,200円 税込5,400円 税込29,820円 税込8,200円 税込2,700円 税込87,160円 税込76,360円 税込28,620円 税込8,100円

28,500円 1,500円 15,000円 5,000円 31,491円 9,936円 2,500円 88,927円 78,927円 35,500円 7,500円
税込30,780円 税込1,620円 税込16,200円 税込5,400円 税込34,010円 税込10,730円 税込2,700円 税込96,040円 税込85,240円 税込38,340円 税込8,100円

4,500円 － － 4,500円 4,500円 － －
税込4,860円 税込4,860円 税込4,860円

SAPIX

中１

国語クラスは月謝のみです

中２

国語クラスは月謝のみです

中３

国語クラス 国語クラスは月謝のみです

国語クラス

マスター

小５

マスター

中学受験

小６

マスター

中学受験

入会金
ご入会時

納入費用合計

小４・５ キッズぐんぐん

小４

マスター

中学受験

小１・２ キッズぐんぐん

小３

エクセル

マスター

エクセル

国語クラス

マスター

エクセル

SAPIX

週３日

週２日

週１日

受験Ｘ

受験Ｘ

SAPIX

週２日

週１日

受験Ｘ

S-PLAS
（９月分）

キッズぐんぐん

週２日

週１日

学年 コース
月謝

（９月分）

 
※月謝と S-PLAS は前納制です。毎月 27 日（ただし，27 日が土日祝日の場合は翌営業日）に口座振替と
なります。 

※教材費は平成 29 年度前後期分の合算（平成 29 年 9 月～平成 30 年 3 月），テスト代と維持費は平成 29
年度前期分（平成 29 年 9 月分）です。 

※後期テスト代は 10 月分月謝と合わせて 9/27(水)に，後期維持費は 11 月分月謝と合わせて 10/27(金)にお
支払いいただきます。 

 
≪９月入会限定≫ 
★夏期講習会受講者の兄弟姉妹の方は、キッズぐんぐんスクールの入会金が全額免除となります。 
★第１回算数コンクールを受験された方は、キッズぐんぐんスクールの入会金が全額免除となります。 

 


