M : Are you a new student?
A : Yes , I am. I’m in 1-1.
M : You are in my class!
A : Oh really , great! I want to go to gym.
M : I see. Let’s go.
M : Hello. I’m Makoto.
Nice to meet you.
A : Nice to meet you, too.
(Lesson 1 より)

A : You’re so helpful.
M : Thanks. Where are you from?
A : I’m from Australia.
(Program 1 より)

新中１のみなさん、保護者様 ご卒業おめでとうございます。そして、中学校入学おめでとうご
ざいます！
● 中学校では定期テストがあります。
はじめての定期テストは５月末です。
「小学校では 100 点をたくさんとってた」
「どうに
かなる」と思ってはいけません。テスト勉強のポイント・スケジュールやペースを守って勉
強する人だけが希望の高校にいけます。
● 中１のはじめの学習内容は突然難しく感じます（小学校からの飛躍）
学習指導要領の変更によって、先輩たちよりも学習ペースや量が一気に増えています。進
学会は、小中高一貫指導なので、小学生のうちにみなさんが学んだ勉強内容を熟知していま
す。小学校から中学校へ突然飛躍する学習内容の橋渡しが、春期講習です。

この１年、新型コロナウィスルの関係でいつもと違う１年でしたね。
「学校のテスト日程がずれた、いつもと回数が違った…」
「楽しみにしていた学校行事が中止、延期になった…」
「頑張って練習してきたのに部活の試合が中止、延期になった…」
「友達と息抜きをしたくても、なかなか遊びに行けない…」
色々な我慢をしてきた１年でした。ただし…

新学期からは通常通りに戻る可能性大！！
１ 定期テストの回数、タイミングは例年通りに戻る可能性大！！
２ 入試の日程、出題範囲は例年通りに戻る可能性大！！
３ 学校行事、部活動の試合・大会は例年通りに戻る可能性大！！

↓つまり…
昨年と同じイメージで勉強を進めていると、乗り遅れてしまう可能性大！！

春期講習・新学期継続授業で、
最高のスタートを勝ち取ろう！！
新中３は受験生の仲間入り
新中３はいよいよ受験生です。受験勉強を始めなきゃ！と思っている生徒も多いと思います。具体的に何を
すればいいのかというと、①夏休み前までに「中１・２の総復習」②夏休み～秋「学テＡＢＣに向けた応用力
強化」③秋～冬休み「中３の内容も含めて実戦力の強化」④冬休み明け～入試本番「最後の追い込み。答案作
成力の強化」になります。まずはこの春期講習を通じて、総復習の足掛かりを作りましょう。

科目
回数

受講料
教材費
テスト

定期テストでトップレベルを狙う

定期テストで平均点を狙う

１２回トップ受験
入試５教科コース

１２回公立高受験
入試５教科コース

英・数・国(各３回)
理社(３回)
授業１２時限
＋ テスト 2 回

９回トップ受験
入試３科目コース
英・数・国(各３回)
授業９時限
＋ テスト 2 回

９回公立高受験
入試３科目コース

英・数・国(各３回)
理社(３回)
授業１２時限
＋ テスト 2 回

英・数・国(各３回)
授業９時限
＋ テスト 2 回

35,500 円

27,500 円

35,500 円

27,500 円

→特割で 17,750 円

→特割で 13,750 円

→特割で 17,750 円

→特割で 13,750 円

（税込 19,525 円）

（税込 15,125 円）

（税込 19,525 円）

（税込 15,125 円）

7,500 円(税込 8,250 円)

4,500 円(税込 4,950 円)
新中１

7,500 円(税込 8,250 円)

：3,800 円→特割で 1,900 円(税込 2,090 円)
新中２・３：4,500 円→特割で 2,250 円（税込 2,475 円）

4,500 円(税込 4,950 円)

学校毎の進度に合わせ
て実施！

私立中生専用
英数６回コース
科目

英・数
(各３回)

回数

授業６時限
＋テスト２回

受講料

苦手を克服して、確実に点を取る

フリープラン

★苦手科目克服コース★

英･国･数･理･社

英・国・数・理・社から選択

から選択
1 講座３回～４講座１２回

19,500 円

３講座９回 28,500 円

→特割で 9,750 円

→特割で 14,250 円

（税込 10,725 円）

教材費

3,000 円(税込 3,300 円)

（税込 15,675 円）

２教科以上の受講から可能です。
２教科６回 ３教科９回 ４教科１２回が基本。
苦手科目は１教科で６回も可能＋テスト 2 回

２講座６回 19,500 円
→特割で 9,750 円（税込 10,725 円）
３講座９回 27,500 円
→特割で 13,750 円（税込 15,125 円）

持込み教材を利用可

1 教科あたり 1,500 円(税込 1,650 円)

新中１
：3,800 円→特割で 1,900 円(税込 2,090 円)
新中２・３：4,500 円→特割で 2,250 円（税込 2,475 円）

テスト

◇日程

教材持込可。
学校の宿題も OK

※受講者数により変更の可能性があります。１日に２コマ受講することも可能です。

・３月 21 日（日）

：弱点診断テスト

・３月 26 日（金）～４月４日（日）
：個別指導授業（この中から日程を選んで下さい）
・４月 ２日（金）

◇時間帯

：学力コンクール

※受講者数により変更の可能性があります。１日に２コマ受講することも可能です。

09:30-10:40／10:50-12:00／13:00-14:10／14:20-15:30
15:40-16:50／17:10-18:20／18:30-19:40／19:50-21:00

の全８枠

◇お申込み～受講開始まで
Step１
↓
Step２
↓
Step３
↓
Step４

下記のフリーダイヤルまたはホームページからお申込み下さい。
専任カウンセラーと春の目標設定や現状の課題点、克服方法を確認します。
３／２１（日）弱点診断テストで弱点の把握を行います。
３／２６（金）～ご希望の日時で授業開始です。
個々の目標を一緒に達成しましょう！

中学

