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 公開行事のご案内  

 

2/11(土)または2/12(日) 新小１～新小６対象  

◆全国小学生チャレンジテスト（第３回） 

 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。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。  
■試験会場 2/11(土)沼ノ端会場  2/12(日)苫小牧本部・白老会場・富川会場 

■実施時間 新小１・新小２ 10：00～11：10 国語･知識(あわせて30分)、算数･思考(あわせて30分) 

■実施科目 新小３～新小６ 10：00～12：15 国語･算数(各30分)、知識･思考(各20分) 

■受験料  どなたでも無料(先着順に受付) 

■持ち物  筆記用具・上履き 

 

 

2/11(土)または2/12(日)新中１対象 

◆新中１準備テスト（第２回） 
 中学進学に向けた定着度を精密分析！小４～小６の学年をまたいだ学習事項を総確認！  

成績は教科ごとに５段階評価で提示。現時点の学力を「中学同様の５段階」で評定します！  
■試験会場 2/11(土)沼ノ端会場   2/12(日)苫小牧本部・白老会場・富川会場 

■実施時間 10：00～12：45 

■試験教科 国・算・社・理 （各３０分） ※小６三学期の習ったところまでが試験範囲です。 

■受験料  どなたでも無料(先着順に受付)! 

■持ち物  筆記用具，上履き 

 

2/11(土)または2/12(日)新小４～新小６対象 

◆中学入試オープン（第３回） 
 中学校別に入試問題を分析！合格可能性を正確に判定！入試問題ズバリ的中！北嶺中をはじめ過去の入試問題

を10年以上分析して出題。出題傾向がわかります！テスト結果から志望中学校の合格可能性を判定。  
■試験会場 苫小牧本部  ※チャレンジテストとセット申込の場合、2/11(土)に前倒しでの受験も可能です。 

■実施時間 【新小４・新小5】13：30～15：50 国語・算数(各60分) 

■試験教科 【  新小6    】13：30～17：30 国語・算数(各60分)/理科・社会(各40分) 

■受験料  どなたでも無料(先着順に受付)! 

■持ち物  筆記用具，上履き，昼食(12 日のチャレンジテスト後に受験する場合のみ持参してください) 

 

2/12(日)または2/19(日) 現中１・現中２対象 

◆学年末試験対策講座  

内申点が決まるこの三学期！中学校の出題傾向を徹底分析した学年末試験対策を実施！  

この１年の学習の総仕上げとなる「学年末試験」。この講座では、通知表の評定に大きく関わる「学年末試験」

の対策を集中実施します。特に難度が高まる「英語・数学・理科」を授業指導します。また、国語・社会は自宅

学習用オリジナル対策集を進呈。５教科の対策が効率よく進められます！  
■実施日時 2/12(日)苫小牧本部 ⇒ 17：00～21：00   

2/19(日)富川会場  ⇒ 16：00～20：00 ／ 白老会場 ⇒ 17：00～21：00   

■指導科目 英語・数学・理科の３教科×７０分  授業形式による指導！ ※国語・社会は解答付教材進呈 

■受講料  5,000円(税込5,400円) 新学期・春期講習会申込者は3,000円(税込3,240円) 

 初めて当会の授業に参加される方は1,000円(税込1,080円) 

■持ち物  筆記用具・ノート・上履き・軽食・プリント集・受講料 

         ※事前にテキストをお配り致します。その際に受講料をお支払いただきます。 

3/4(土)または3/5(日) 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。  
■試験会場と実施時間 

3/4(土) 苫小牧本部     【新小１～新小３】13：20～14：40  

3/5(日) 白老会場・富川会場 【新小１～新小３】10：00～11：20 

■試験教科 算数Ⅰ(基礎編)，算数Ⅱ(応用編) 各30分 

■受験料  1,000円(税込1,080円) 

春期講習申込者の弟妹は受験料500円(税込540円)!（継続生の弟妹は無料） 

■持ち物  筆記用具・上履き・受験料  

 

3/4(土)または3/5(日) 新小４～新中２対象 

◆学力コンクール（第７回） 

◆3/4(土)本部会場にて「高校入試説明会」開催 
同日開催！当会札幌総本部所属、指導本部部長より「高校入試説明会」を実施いたします。  

テストテスト後に行います。保護者様もご参加できます。説明会だけのご参加もできます。  
※申し訳ございませんが、「高校入試説明会」は本部のみでの開催となります。予めご了承ください。 

■試験会場と実施時間 

 ・3/４(土) 苫小牧本部 テスト終了後、「テスト返却会」と「高校入試説明会」に参加できます。 

【新小４～新中１】 12：00～14：45 

【新中２】     11：00～14：45 

※高校入試説明会の時間帯 15：00～16：30を予定しております。 

 高校入試説明会後に当日受けていただいたテストの答案返却面談も実施いたします。 

・3/５(日) 白老会場・富川会場  

【新小４～新中１】 10：00～12：45 

【新中２】～新中１ 10：00～13：45 

■試験教科 [新小4・新小5] 国Ⅰ・国Ⅱ・算Ⅰ・算Ⅱ    各３０分 

 [新小6・新中1] 国語・算数・社会・理科    各３０分 

 [新中2]・新中1 国語・数学・社会・理科・英語  各３０分 

■受験料  3,250円（税込3,510円） ※春期講習申込者・新学期継続入会申込者は受験料無料！  

■持ち物  筆記用具・上履き・受験料・昼食(新中２生のみ) 

 

 

3/4(土)または3/5(日) 新中３対象 

◆合格判定テスト（第３回） 

◆3/4(土)本部会場にて「高校入試説明会」開催 
当会札幌総本部所属、指導本部部長より「高校入試説明会」を実施いたします。テストの後に行います。説明

会会場でもあります本部会場のみ答案をその日に返却いたします。保護者様もご参加できます。説明会だけのご

参加もできます。※「高校入試説明会」は本部のみでの開催となります。予めご了承ください。  

■試験会場と実施時間 

・3/4（土）苫小牧本部 ※テスト終了後、「テスト返却会」と「高校入試説明会」に参加できます。  

【 新中３ 】 9：40～14：45 

※高校入試説明会の時間帯 15：00～16：30を予定しております。 

 高校入試説明会後に当日受けていただいたテストの答案返却面談も実施いたします。 

・3/５（日）白老会場・富川会場  

【 新中３ 】 10：00～15：15 

■試験教科 国・数・社・理・英(各４５分・英語はリスニングも実施) 

■受験料  3,250円(税込3,510円) ※春期講習申込者・新学期継続入会申込者は受験料無料 

■持ち物  筆記用具・上履き・受験料・昼食 

 

 

 

 



3/12(日)  新中１対象 

◆新中１準備ゼミ 
 増進会オリジナルテキスト(新学年スタートゼミ)で英語と数学の先取り授業を実施！  

中学入学後すぐに学習する「正の数･負の数」「英語のきまり」を中心に学習します。進学ガイダンスでは中学

での通知表のつき方や最新入試情報についてお話します。お子様とご一緒の教室で授業参観もできます。 
■試験会場 苫小牧本部 

■実施時間 10：00～12：30 

■実施内容 進学ガイダンス…30分程度 

数学・英語の授業…各50分ずつ 

■受験料  どなたでも無料！(先着順に受付) 

■持ち物  筆記用具，ノート，上履き 

 

3/12(日) 新中２・新中３対象 

◆高校入試オープン（第２回） 
 国公立高合格のキーワードは『失点』を最小限に抑えること！  

裁量問題のように得点しにくい領域からの出題のため得点差が大きくつくテスト。真の学力差が出るので自分の

弱点領域を強く認識できます。個人成績表も単元・領域別に出るので学習の指針がしっかり見えます！  
■試験会場 苫小牧本部・富川会場 

■実施時間 10：00～15：20 

■試験教科 国語・数学・社会・理科・英語(各45分・英語はリスニングも実施) 

■受験料  どなたでも無料(先着順に受付) 

■持ち物  筆記用具，上履き，昼食  

 

※各行事についての時間帯は変更になる場合があります。 

 

 

春期講習・入会説明会のご案内 

苫小牧本部 錦岡会場 白老会場 富川会場 

 
 

    錦岡会場      

 

 

 

 

 

  

２月１８日（土） 

午後 ２時より 

２月１９日（日） 

午前１１時より  

３月１２日（日） 

午前１０時より 

２月２５日（土）  

午後 １時より  

２月２５日（土） 

午後 ２時より 

３月１９日（日） 

午前１１時より  

３月０５日（土）  

午後 ５時より  

３月１１日（土）  

午後 １時より 

３月１１日（土） 

午後 ２時より 

＜各種お申し込み・お問い合わせ＞          （http://www.shingakukai.co.jp）  

■下記、本部までお電話にて。■当会ＨＰにて    当会ホームページにも各種情報を掲載！  

 

 

その他メニューのご案内 
 

 

苫小牧本部で好評実施中 小４～高３対象 

◆速読速解コース 脳力開発で集中力･記憶力ＵＰ！ 
パソコンを使ったトレーニングを通じてゲーム感覚で「読書速度」を向上させます！ 

飛ばし読みや拾い読みではなく「速く読み、きちんと理解する」力の育成を目指します。読む速度が速くなることによっ

て、処理（理解・記憶などの）速度が速くなるので、普段の学習においても同じ時間内に蓄積できる知識量が変わりま

す。また、読解基礎力を鍛えるためのトレーニングも搭載されております。目の動きと記憶力、集中力等を鍛えるものな

ので、普段の生活にも役立ちます。ご希望の曜日・時間帯で受講することが出来ます。 

30 分の無料体験もできますので、是非お申込みください。 

※ブースの数が限られておりますので、先着順とさせて頂いております。 

 

 

苫小牧本部で好評実施中 中２～高３対象(中２は３学期以降) 

◆速読英語コース 高校入試・センター試験対策にオススメ！ 
中３高校入試対策 :過去問から多彩なテーマの英文を搭載 ! 高３センター試験対策 :過去７年間の本試･追試を網羅 ! 

近年の英語入試では、文章量がなんと“入学試験の４分の３は長文読解問題”と増えてきております。登場人物そ

れぞれの意見など細かい部分を正確に把握する必要があり、読解にスピードが要求されます。長文読解や英問英答

の配点は大きく設定されていることが多く、内容を正しく理解して正確に解答する必要があります。  

速読英語では、語彙・演習・速読･リスニングといった様々なカテゴリの長文や英問英答の演習を何度でも繰り返しト

レーニングすることが出来ます。また、英問英答にも慣れ、１．５倍、２倍速音声でリスニング力ＵＰ・ディクテーションで

書きとり力ＵＰにつながります。高得点獲得の決め手は演習量です！４０分の無料体験も出来ますので、是非お申込

みください。 

※開講したばかりのため、お申込みが殺到する事が予想されます。 

ブースの数が限られておりますので、先着順とさせて頂いております。お早目にお申込みください。  

※速読を受講していない継続生が速読英語を受講する場合は、設備維持費全額免除、入会金半額免除。  

※速読受講生が、追加で速読英語を受講する場合、月謝1,000円(税込1,080円)割引、入会金と英語分設備維持費は全額免除。  

 

 

 

 

 

 

 

対象学年 受講回数 受講費用 継続生 一般生 

中２～高３ 

(中２は３学期以降 ) 

毎週 40 分 

×月 4 回 

月謝（税込） 6,100 円(税込 6,588 円) 6,100 円(税込 6,588 円) 

設備維持費（月額税込） 免除  600 円(税込 648 円) 

入会金  2,500 円(税込 2,700 円) 5,000 円(税込 5,400 円) 

◆３月継続入会特典（新小４～新中３） 
・入会金全額免除 

・３月分教材費全額免除 

・３月分テスト代全額免除 

・３月分維持費全額免除 

対象学年 受講回数 受講費用 継続生 一般生 

小１ 

～ 

高３ 

毎週 30 分 

×月 4 回 

月謝（税込） 6,100 円(税込 6,588 円) 6,100 円(税込 6,588 円) 

設備維持費（月額税込） 免除  600 円(税込 648 円) 

入会金 2,500 円(税込 2,700 円) 5,000 円(税込 5,400 円) 

＜お申し込み・お問い合わせ＞ 

■下記、本部までお電話にて。 

■当会ＨＰにて 

（http://www.shingakukai.co.jp） 

当会ホームページにも各種情報を掲載！  

http://www.shingakukai.co.jp/
http://www.shingakukai.co.jp/

