
■＝ｃ100ｍ10

小・中・高一貫指導。東証一部の学習塾。

 （株）進学会  本社 /札幌市白石区本郷通1丁目北1-15  ※合格実績は進学会グループの集団指導部門、個別指導部門及びリテラの塾生を対象に、中学入試は小6時、高校入試は中3時、大学入試は高3時在籍の継続会員または
  講習会員の合格者数です。短期ゼミのみの受講生、テストだけの受験生は一切含めておりません。

春日井市 開設準備室
【名古屋本部】

〈受付時間〉午後1時～午後9時（7月の日祝は午前10時～午後6時）お申込・お問い合わせはお電話またはWebで

春日井本部

春日井市篠木4丁目30番地

春日井本部

勝川会場

春日井市勝川町7丁目 35

勝川会場

この夏、一挙2会場新設！春日井市に
開校！

快適な学習環境で、一緒に成績向上・目標達成を目指しましょう！

 (052)796-3605
名大進学会

全国どこでも実績を残してきたのは
ひとつ上を目指した指導システム

目標・計画・実行 継続は力なり　予習・授業・復習のフィードバックシステムで自ら学ぶ力を育てる

新規開講記念

※【小4～6】弱点診断テスト代無料。【中1～3】弱点診断テスト代1,000円（税込1,080円）別途。【小4～中3】学力コンクールまたは合格判定テスト代3,250円（税込3,510円）別途。

春日井市に新規開講！

■＝ｃ100ｍ10

札幌南高69
71山形東高

旭丘・明和高校と同レベル

菊里・向陽高校と同レベル

東大17名、旧帝大 計175名
医学部医学科57名合格の

東大10名、旧帝大 計61名
医学部医学科30名合格の

2016年度  高校合格実績　この実績が、指導力の証です。

進学会で

 第一志望校
合格！

※各高校の大学合格者数は当会調べ。

名合格

名合格

新規開講説明会 小4～中3生と
保護者様

進学会の指導理論・指導システムや夏期講習・継続授業など、丁寧にお話しいたします。

春日井本部 勝川会場

いずれも午後2時～　 いずれも午前10時～　
7/2（土）・16（土） 7/2（土）・16（土）

7/9（土）の春日井本部での説明会は、進学会 教務本部担当
が担当いたします。

【担当者】進学会 教務本部担当 秋葉 龍顕

進学会の指導方針や特徴などを、全国で指導に携わってき
た経験談を交えながらご説明します。ぜひご参加ください。

名大進学会

お申込はお電話または
 Web でお気軽にどうぞ。

春日井160627



進学会独自の「フィードバックシステム」
繰り返しの学習で知識が自然に定着！

進学会独自の「オリジナルテキスト」
効率よく計画的な学習で応用力アップ！

学習相談で一人ひとりに合った学習法を提示
不安・悩みを解消し、学習意欲を喚起！

一つの分野を繰り返し学習する、進学会が創立以来40年以上守り続けてきた指導

システムです。様々な視点から繰り返し学習することで、予習も復習も習慣化され

ます。夏期講習でも「フィードバックシステム」で指導を行い、学力を高めます。

進学会は入試や定期試験の傾向分析に基づ

き、厳選した問題でオリジナルテキストを作

成しています。単元毎のまとめ、基本・応用・

復習等、用途別になったテキストを完全消化

することで計画的に指導します。

講習中に学習相談の場を設け、学力の向上に役立つ
アドバイスをします。たくさん褒め、時には厳しい
指導で皆さんの学習意欲を喚起させていきます。指
導実績豊富な精鋭講師陣が、勉強の不安・悩みを解
決。皆さんを「第一志望校合格」へと導きます。

自宅 塾

1予習 2予習調べ 3確認テスト 4授業 5復習 6テスト
自宅 塾

愛知県入試を徹底対策

実力判定ができる大規模テスト
個人成績表で学習指針が明確に！

講習でははじめに弱点診断テストで現時点での
弱点・苦手を確認します。講習の最後に行われ
る学力コンクール・合格判定テストで成果を確
認し、精密な分析をもとに作成された個人成績
表によって今後の学習指針を明確にします。

○中3生は5教科指導で入試当日
　の得点力を高める。
○県立高入試に強い進学会。
○小学生は家庭学習の習慣をつけ、
　中学進学への土台を固める。

【小4～中３】

講習受講料0円

進学会の指導力を
体験してください！

新規開講記念

受講目安をご確認ください。継続授業入会の場合、講習中のテスト結果が入会基準となります。また、受講にふさわしくないと判断された場合はお断りすることがあります。

春日井市で

自分の板書ノートが最高の参考書
わかりやすいポイントで知識が定着！

黒板を使ってまとめから入るのが進学会スタイル。
ノートに各単元のポイントをわかりやすく残せるの
で、自分のノートが家庭学習の参考書になります。
加えて、演習問題は授業時に完全消化。やり残しな
く各単元の重要問題を指導します。

習講夏期

春日井160606Ｕ

【受付時間】午後1時～午後9時 （7月の日祝は午前10時～午後6時）

春日井市 開設準備室
■お申込・お問い合わせ先

■＝ｃ100ｍ10

小・中・高一貫指導。東証一部の学習塾。

春日井市 で9月より進学会の継続授業がスタートします！

お申込・お問い合わせはお電話またはWebで
■進学会の指導方針 ■イベントのご案内 ■合格実績・合格者の声など

ホームページからお近くの会場を検索できます !

指導開始！

現時点までの総復習を終わらせる

■日　　数：全14日（1日 2教科 4時限）

■指導教科：国・数・社・理・英

■テ ス ト：弱点診断テスト、合格判定テスト

■受 講 料：19,000円のところ                                                　　

　　　　　　　　 0円

この夏、真の学力を身につける
■日　　数：全9日（1日 2教科 4時限）

■指導教科：国・数・英

■テ ス ト：弱点診断テスト、学力コンクール

■受 講 料：12,000円のところ

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　0円　　  　
※テスト代別途

中1・2中3

※テスト代別途

7月までの内容を総復習する

小学生

※テスト代別途新規開講記念受講料

新規開講記念受講料

新規開講記念受講料
入試5教科
指導

■日　　数：【小4】全8日（1日1教科2時限）【小5】全7日（1日2教科4時限）

   【小6】全7日（1日2教科4時限）

■指導教科：【小4】国・算　【小5・6】国・算・社・理

■テ ス ト：弱点診断テスト、学力コンクール（小4・5）、合格判定テスト（小6）

■受 講 料：7,000円 のところ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　0円

いよいよ受験天王山。入試へ向けた徹底的な基礎固めを！

　　　　　　　　
　　　 　　　　　　　　　　　

現時点までの総復習を終わらせる

                                                　　

入試へ向けた徹底的な基礎固めを！

映像授業S-Live!
中3生必見！映像授業で何度も復習できる！

中 3の夏期講習では映像授業 S-Live!を配信。自宅のパソコンやスマート
フォンから、期間中好きなときに何度でも視聴が可能。復習や苦手克服に
ぴったりです。

復習を
サポート！

家庭と塾とのパイプ役最短の時間で最大の効果を生み出す

オリジナルテキスト
個への対応、一人ひとりに目の届く

適正人数指導
将来の目標が学力アップの原動力

進学会では、年間を通して、「勉強する

意味」や「将来する仕事までの道の

り」を知り、学習意欲を高めるという

視点から意欲喚起講座「みらい」を実

施しています。（中１・2）

快適な学習環境

自習スペース開放
より良い学習環境を皆さんに提供するために、自習スペー

スを開放します。より積極的に学習に取り組んでもらったり、

疑問点を早めに解決したり出来るよう、有効

活用して欲しいと進学会は願っています。

クラス担任制

オーダーメイド

授業とリンクし、学習内容を定着させるシステムを導入していま

す。講師が授業進度に合わせて学習指示を出すので、効率よく計

画的に復習できます。10万題を超えるデータベースから一人ひ

とりに対応した「自分専用」のプリントで復習できます。

一人ひとりの間違いに対応した

個別復習プリント

伸びる！身につく！差がつく！伸びる！身につく！差がつく！ 意欲喚起型学習

全国でも類を見ない

東証一部上場の学習塾
「東証一部」上場している学習塾は５社のみ。そのうち集団指導

の学習塾はたった2社しかありません。「未来への創造、可能性

への

挑戦」をスローガンに子どもたちの可能性を

広げる学習塾でありたいと思います。

全国最大級の学習塾

全国ネットで会場展開
札幌で生まれた進学会は、今や北海道・本州・九州に会場を

展開。創立以来57万人を超える生徒を合格に導きました。

直営学習塾として、６８本部136都市313会場（2015.4.28

現在）に展開。実績と信頼が違います。

高品質な授業を提供するために

Z会との協力体制
進学会は株

式会社Z会と総合的なパートナーシップを結びました。東大

合格に強いZ会と、全国のトップ高に圧倒的な合格者を輩出

している進学会がタッグを組み、教材の共同開発などを進

めています。

進学会のテキストは高校入試問題と定期試験

問題の出題傾向を踏まえた自社作成。 現場を

知る講師が作るから、生徒のためのテキストが

生まれます。

※日本キャリア教育協会

進学会は、全国で数社しかない東証一部上場の学習塾です。「未

来への創造、可能性への挑戦」をスローガンに学力向上ととも

に「自ら努力し、達成する喜びを知る子どもを育てたい」と願

い、日々指導しています。

進学会では、１つのクラスに対して、適正な

人数で授業を行います。生徒一人ひとりに

目が届き、周囲のライバルたちと競い合う

ことも出来る、学習に適した人数です。

進学会では、「勉強する意味」や

「将来する仕事までの道のり」を

知り、学習意欲を高めるという視

点から意欲喚起講座「みらい」を

実施しています。（中１・2）

授業とリンクした復習システム「Ｓ-ＰＬＡＳ」を導入。

10万題を超えるデータベースから一人ひとりに対応した「自

分専用」のプリントで復習できます。

進学会は、全国で数社しかない東証１部上場の学習塾です。「未

来への創造、可能性への挑戦」のスローガンとともに「自ら努力

し、達成する喜びを知る子どもを育てたい」と願い、日々指導して

います。

塾は講師で決まります。進学会は生徒との

対話を重視した熱血授業を行います。また、

生徒の良き相談相手となるよう、積極的に

声をかけていきます。

進学会ではクラス担当制をとっており、

定期的に保護者懇談を実施しています。

家庭と連携をとりながら生徒の成績向

上を目指します。

より地域に密着した指導を目指して

クラス担当制

継続授業

伸びる7つの指導力

（新中 1・2） 札幌で生ま

れ た

進学会のテキストは実際に授業を担当している

全国の講師からの意見をとりまとめ、編集部が監

修・作成。定期試験や入試傾向に即したテキスト

を完全消化するのでムリ・ムラ・ムダのない学習

が可能です。

(新中1・2)

進学会では、「なぜ勉強するのか？」「今の

勉強は将来どのように役立つのか？」など、

ただ勉強するのではなく、自分のことを見

つめながら将来を考えて行動する意欲を喚

起する講座を実施しています。(中1・2）

札幌で生まれた進学会は、今や北海道・本州・九州に

会場を展開。創立以来57万人を超える生徒を合格

に導きました。直営学習塾として、71本部151都市

376会場（2016.1.12現在）に展開。

実績と信頼が違います。

キャリア教育講座
進学会では、「なぜ勉強するのか？」「今の勉

強は将来どのように役立つのか？」など、ただ

勉強するのではなく、自分のことを見つめな

がら将来を考えて行動する意欲を喚起する講

座「Ｓ-Ｃａｒｅｅｒ」を実施しています。（新中1・2）

受
付
中

受
付
中継続授業

中3生は 5教科指導。この夏、実践力を強化！
県立高受験コース

通知表5教科計15以上が目安

小学コース
成績中・上位者

【名古屋本部】

 (052)796-3605 春日井市 春日井本部
勝 川

篠木4丁目 30番地
勝川町7丁目 35

進学会は全国71本部 151都市
376会場を展開する全国規模の学習塾です。

名大進学会

2会場
新規開校

※2016年7月開校分を含む。

新規開講説明会 各会場で実施！ 詳細は表面をご覧ください

進学会の指導方針や夏期講習、継続授業等について詳しくお話しいたします。ご質問にも丁寧にお答えします。お申込は、お電話またはWEBからお気軽に。 名大進学会

※【小4～中3】弱点診断テスト代無料。学力コンクールまたは合格判定テスト代3,250円（税込3,510円）別途。
※一部対象外のコースがあります。

※【小4～中3】弱点診断テスト代無料。学力コンクールまたは合格判定テスト代3,250円（税込3,510円）別途。


