
12/24( 土）より順次開講！小４～中２対象

   

 

   
 

 小4国語・算数(全クラス) 

 12：40～15：30
小5土一・竹園国語・算数   

 小5中学受験国語・算数
 小5中学受験理科・社会    
 小6公立中高一貫国・算    12：40～15：30
 小6公立中高一貫理・社 

12/24・28 12/26・271/4・5 1/6・7
実施時間 (1 科目 80 分 )

15:50 ～ 18:40

Ａ日程 Ｂ日程

● 　● 　● 　●

● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●

● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　● 15：50～18：40

 15：50～18：40

12/24・28・1/4・5

 

■中学生クラス

     実施時間(1科目80分)

   中１国・数・英(全クラス）
 

17：20～21：50

Ｂ日程A 日程
12/24・28 1/4・5 12/26・27 1/6・7

17：20～21：50中２国・数・英 （全クラス）
中１理・社 ( 全クラス )

中２理・社 ( 全クラス）

● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●

● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　● 19：00～21：50

19：00～21：50

お子様の基礎学力を伸ばしたい保護者様へ

その他の学年・クラスの冬期講習詳細は、裏面をご覧下さい

この時期から本格的に勉強し始めた生徒の７割近くが、土一、竹高
に進学しています。しっかりと勉強の習慣をつけ、勉強のコツを早
く身につけることが大切です。



～冬期講習で、当塾オリジナルのハイレベル指導を、じっくり体験して下さい！～

他に類を見ない独創的な

システム 2 人担任制

↓渡部塾長が、動画で語る当塾の基本理念です↓

   
  
 小4国語・算数(全クラス) 

 12：40～15：30 小5土一・竹園国語・算数   
 小5中学受験国語・算数
 小5中学受験理科・社会    
 小6中学準備算数    12：40～14：00
 小6中学準備英語     14：10～15：30
 小6公立中高一貫国・算    12：40～15：30
 小6公立中高一貫理・社 

■中学生クラス

12/24・28 12/26・271/4・5 1/6・7
実施時間 (1 科目 80 分 )

冬期講習費用・スケジュール

■小学生クラス

15:50 ～ 18:40

: :  ～
12 ３ 10 17・/ ・ 土土 土

冬期講習説明会
15   00      16   00説明会実施時間：

■説明会申込方法：お電話もしくは当塾ＨＰよりご予約ください。
ご都合の悪い方には、個別ガイダンスを設定いたします。お気軽にご相談下さい。

事務受付 ( 月曜～土曜  12 : 00 ～ 22 : 00)

竹園進学教室竹園進学教室〒305-0032
竹園 2-8-8 竹進ビル

無料学力判定テスト
（15：00 ～ 16：00）同時実施

（対象：小４～中２）
（生徒の現状を把握し、アドバイスいたします。）

「ザ・プロフェッショナル」
　　　　
「ザ・プロフェッショナル」
　　　　渡部塾長渡部塾長

「英語の達人」
  牧原副塾長
「英語の達人」
  牧原副塾長

国語科主任：別府国語科主任：別府

私達が懇切ていねいにご説明します！

無料学力判定テスト
受講の際のクラス分けや指導の資
料のため、学力判定テストを受験
していただきます。テスト受験後、
担当者がお子様の習熟度状況につ
いて、無料アドバイスいたします。

講座開始 いよいよ講座がスタート。
ハイレベル講師陣と一緒
に、さあがんばりましょう！

説明会・個別ガイダンスはご
希望によりご参加下さい。

■冬期講習受講の流れ

※お子様の学力に最適なクラスをご案内しますので、
　得意科目をさらに磐石にしつつ、苦手科目を、
　基礎からじっくり伸ばすことができます。

テストの結果とヒアリングをもとに、
　習熟度別にクラス分けをいたします。
◎

初めての方はみんな不安でしょう。
当塾の事務スタッフが安心サポートします。
授業中も２人の先生がいますので、
しっかりフォローしますよ！

説明会・個別
ガイダンス

事務主任：渡部事務主任：渡部

不安があれば※説明責任も徹底的に果たします。何か疑問・不安があれば、どんな些細な事でもお気軽にご相談下さい。※説明責任も徹底的に果たします。何か疑問・不安があれば、どんな些細な事でもお気軽にご相談下さい。

Ａ日程 Ｂ日程

吾妻中、大穂中、春日小中一貫校、桜中、下根中、竹園東中、筑波東中、筑波西中、
手代木中、東部中、豊里中、並木中、谷田部中、谷田部東中の生徒たちが多数在籍
しています。 同じ学校・目標のライバル達と切磋琢磨しよう！
※同じ学校の子がいないクラスもあります。

冬期講習費用：1科目 14,300 円 /2 科目 21,500 円 /3 科目 28,700 円 /4 科目 35,900 円 /5 科目 43,100 円
　　　　　　    バス代 ( 利用者のみ )1,200 円         ※バスは何回でもご利用できます。

※1科目から選択受講可能です。　※上記以外の費用は一切かかりません。
※1科目につき 80分授業を、4日間の受講となります。

➡

下
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い

     
実施時間(1科目80分)

   中１国・数・英(全クラス）
 

17：20～21：50

Ｂ日程A 日程
12/24・28 1/4・5 12/26・27 1/6・7

17：20～21：50中 2国・数・英 （全クラス）

● 　● 　● 　●

● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●

● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●  15：50～18：40

 15：50～18：40

中 1理・社 ( 全クラス )

中２理・社 ( 全クラス）

● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●

● 　● 　● 　●
● 　● 　● 　●

当塾は皆様の口コミに支えられて、今年で創業37年目となりました！厚く御礼申し上げます。

人を大切にし、37年間の実績を誇る。

今年で生徒指導歴 37年を超えた大ベテラン。指導した生徒の数は
のべ 4,700 人以上。生徒指導は絶対に妥協を許さない。

算（数）・国・理・社とマルチで指導。科目ごとの指導方法も熟知する。
生涯現役、ますます盛ん！　生徒指導に打ち込む毎日。

プロフィール

19：00～21：50

19：00～21：50


