日程が近くなりましたら ，
進学会より確認のお電話
をいたします。

２/２１(日)

新中１（現小６）対象

◆新中１トライアルテスト

①今 ま での 学 習理 解 度を テ ス トで チ ェッ ク ！
②中 学 生と 同 じ！ 教 科ご と『 ５段 階 評価 』実 施
③現 段 階で の 『高 校 合格 可 能 性』 を 診断

現段階での「内申点」を判定します！
小学学習内容を元に、当会在籍者の成績データ から受験者全員の『現段階での通知表（予想）』を判定し
ます。新学習指導要領も浸透し、各中学校の試験問題から高校入試問題まで大きな変化が見られます。現
段階から少し先の未来を見据え、 学習計画や習い事の整理・新規開拓のために 是非受験してください！
■試験教科：国語・数学（算数）・社会・理科
■実施会場：

実施会場
三沢本部
十和田会場

学年
新中１
新中１

２/２８(日)

時間帯
09：00～12：30
09：00～12：30

■受験料：無料(先着順に受付 )

中学進学レクチャー
12：00～12：30
9：00～9：30

新中１（現小６）対象

◆新中１ 対象 中学進学ゼミ
「中学校の勉強でどんなの？」「何 がかわるの？」大きく変化する学習環境に対して、東北大進学会で
は、新中１生対象の中学授業先取り講座を実 施します。当会継続生も通っていない生徒にも公開で実施し
ます。 ※保護者様も一緒にご参加 ください。
■指導科目 ：数学・英語
■受講料
：無料(先着順 に受付)
■実施会場 ：三沢本部
■時間帯

中学校の勉強や過ごし方に少しでも不安のある方、高校
入試のしくみに興味のある方、お知り合いの方とお誘い
合せの上、ぜひ『中学進学ゼミ』にご参加ください！

実施会場

学年

実施日

時間帯

三沢本部

新中１

2/28（日）

10：00～12：00

２/２１(日)

新小１～新小６対象

◆全国小学生チャレンジテスト
思考力・分析力・知識力など総合的な学力を精密に確認！
教科横断型の総合問題で、総合的な学力を判定するテストです。国語、算数に加え、教科を超えた総合問
題を出題。成績は分野別に精密分析されます。個人成績カードで弱点がハッキリわかります。
希望者にはカウンセリングを実施するなど、受験後もしっかりフォロー。
■試験教科：国語･算数(各30分)､知識･思考(各20分)
■実施会場：

実施会場

三沢本部
十和田会場

学年
新小１～新小２
新小３～新小６
新小１～新小２
新小３～新小６

■受験料：無料(先着順 に受付)

時間帯
9：30～11：00
9：30～12：00
9：30～11：00
9：30～12：00

２/２３(火祝)

新小４～新小６対象

◆三本木附属中適性検査模試
思考力・分析力・知識力など総合的な学力を精密に確認！
三本木附属中の選抜で実施される「特定の教科に特化しない適性検査」の模擬試験です。
全国の適性問題を徹底的に分析し、東北大進学会がオリジナル問題を作成！
■試験教科：適性検査文系・理系(各４５分)
■実施会場：

２月実施

■受験料：無料(先着順に受付)

実施会場

学年

時間帯

三沢本部

新小４～新小６

13：00～15：00

新中２・３生対象 （現中１・中２生）

◆学年末試験攻略講座
目前に迫った定期テストに勝利する講座。 1年間で一番大切な学年末テストの対策を 東北大進学会は
徹底的に実施します。『目指せ！過去最高得点』を合言葉に、今までの定期テス ト傾向を分析した
授業で試験勉強をしっかりと行ってもらう講座です。試験範囲のよく出るポイントを伝授します！
東北大進学会の分析力と対策力に期待してください。

■時間帯

実施会場
三沢本部
おいらせ上久保会場

実施日
2/14（日）
2/28（日）
2/28（日）

学年
現中１・中２
現中１
現中２

時間帯
17：00～21：00
12：40～16：30
17：00～21：00

■指導科目 ：数学・英語・理科
国語、社会は予想問題を進呈
■受験料
：５,０００円（税込5,５00円）
春期講習・新学期申込者は受験料３,０００円!（税込3,300円）
春期講習予約者・はじめて受講者１,０００円!（税込1,100円）
試験勉強の一貫として行われる講座です。試験日１０日前を目処にお申込ください。
宿題があります。お早めに教材をもらったほうが試験勉強になります。

進学会の授業をより多くの方に知ってもらうために、
初めての方には、『 はじめて割受講料

円 』を実施しています！

３月は徹底的に総復習！新学期最高のスタートのために ！
新学年で最高のスタート＆ダッシュを切るためにやらなきゃいけないことがある。そ
れは、今までに学習した内容を、次の学年で使えるように復習することだ。今のうちか
らできることをしておこう！
復習をしてできることならば完璧にしておくのがベストだが、だれにでも不得意分野
はある。完璧にできない分野は、新学期を迎える前に復習していこう。
そのための授業が、３月に実施される『３月新学年スタートゼミ』と『春期特別講習会』だ！

３/６(土)

新中３（現中２）対象

◆合格判定テスト （第３回）
「第３回」入試想定型のテスト。 いよいよ4月から受験生となる中2生対象のテストです。
入試の出題傾向に合わせたテストを体験し、入試レベルでの学力をチェック。 誰もが頑張る中３になる
前に自分の学力を総チェック！ ！志高く勉強していきましょう！
■試験教科/国･数･社･理・英･リスニング
■受験料/3,250円 （ 税 込3,575円） 春期講習・新学期申込者は受験料無料！
■実施会場 三沢本部
■時間帯
9：30～14：30
※昼食をご持参ください

３/６(土)

新小４～新中２対象

◆学力コンクール （第７回）
現時点の学力の位置・合格可能性を知る！ 東北大進学会のしめくくりテスト！
現時点までの学習がしっかり定着しているか、このテストで確かめよう！受験後は個人成績表で詳しい
情報を提供。学力を正確に把握できます。
■試験教科/[新中２]入試5教科 [新中１・新小6]国･算･社･理
[新小５・新小4]国語･算数
■受験料/3,250円 （ 税 込3,575円） 春期講習・新学期申込者は受験料無料！
■実施会場 三沢本部
■時間帯
新小４～新中１ 11：40～14：30
新中２ 10：30～14：30
※新中２のみ，昼食をご持参ください

３/６(土)

新小１～新小３対象

◆算数コンクール （第３回）
算数の学力到達度を全国レベルで精密判定！
現時点の算数の学力を、全国の 標準レベルと照らし合わせて判定します。学校の単元テストでは
見えない弱点が発見でき、今後の学習に役立ちます。
■受験料/1,000円（税込1,100円）
春期講習申込者の弟妹は受験料5０0円! （ 税込550円） （継続生の弟妹は無料）

～当会教材や指導方法を体験してみてください！～
■実施会場：三沢本部
■時間帯 10：00～11：20

春期講習・継続授業を検討されている方，塾選びをされている方は，説明会にご参加ください。
進学会の指導内容，通塾費用，時間割等について，詳しくご説明します。
日時
3 月 6 日（土）

三沢本部
午後 3 時～午後 4 時 30 分

★説明会のみの参加もできます。★説明会では授業で使用する教材をご覧いただけます。

■会場■

■集合時間■
■持ち物■

三沢本部・十和田会場
弱点診断テスト
⇒ 生徒さんのみ
オリエンテーション ⇒ 生徒さん・保護者様
決まり次第，ご連絡致します
筆記用具・ボールペン・講習会費用・ノート

オリエンテーションでは，
①「苦手科目」「苦手 分野」を発見！
講習会申込手続きや講習の効果的な受講方法をお話します。保護者の方と一緒にご参加ください 。

東北大進学会の各種特典一覧
東北大進学会：継続授業（通常授業）入会特典
①
②
③
④

春期講習会受講者
３月入会者
算数コンクール受験者
当会継続生および入会者ご弟妹

→
→
→
→

新学期継続授業（４月）入会金 10,000 円免除
入会金 15,000 円全額免除
新学期継続授業（３月・４月）入会金全額免除
継続授業入会金 15,000 円全額免除

