
夏期講習夏期講習
44 コマの個別指導と

成績アップ　   　　を目指す！育英進学スクール
酒々井中・印旛中・佐倉東中

育英の育英の

復習は各自によって理解度や弱点分野が異なっているため、個別
対応で効果的な学習を行います。一方、予習部分についても時間
    をかけ、丁寧に扱います。
    ５科目必修で、苦手科目
     にも対応します。

中３

育英進学スクール
お問合わせ・お申込はお電話又は当校へ直接お越しください（月曜～土曜15:00~20:00）

０４３－４９６－１７５６
〒285-0922　
酒々井町中央台2-24-3中央台ビル2Ｆ

授業で理解、個別で実践＆応用 

■過去の実績 (佐倉市臼井において ) 開成高（3 名）、千葉高（12 名）、船橋高（26 名）、千葉東高（12 名）、佐倉高（118 名）、成田高（67 名）
成田国際高（80 名）、八千代高（83 名）、幕張総合高（42 名）、成田北高等に多数合格者を出しています。　　　　　  最近の実績は裏面をご覧ください。

個別学習で基礎＆応用ご入塾特典

※午前と午後で、授業と個別特訓を入れ替えることがあります。
※講習全過程で5科目の総復習（１～3年生の範囲）をします。
※進度の早い生徒は全国都道府県入試公立過去問に挑戦します。
※苦手科目は個別特訓で質問対応などを行います。
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朝から夕方までの7.5時間 中３の夏 26日間の真剣勝負!!
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   夏期講習 受付開始！！
少人数授業と個別の融合！!

少人数授業 個別特訓

約 74.5時間

総授業96コマ

個別学習

中３の夏休みは、今までの復習をする絶好の
機会です。部活も終わり、受験勉強へ向けて
切り替わるこの時期、自分の目標とする高校
へ向けて確固たる意志を持ち「集中・努力・
継続」を実践して下さい。自分自身との闘い
の後には、必ず「成長した自分」がいます。

      　

・

お気軽にお問合せください

期講習ではテキストを解き
まくりました。その結果、夏休みあけの学校の実力
テストで合計点が100点以上上がりました。やっぱ
り結果が出るとうれしかったです。
たまに勉強に疲れちゃう時もあったけど、友達と一
緒だったから楽しかったです。入試直前は緊張する
けど、最後は自分を信じて頑張った結果、八千代高
校に合格できました。

 合格者の声
 体験談はWEBでも掲載中

私は初めは自分の実力も
よくわからないまま、ば
くぜんと高校に行きたい
なと思っていました。最
初に受けたテストでは、
偏差値が全然低くて、自
分が考えていた高校に行
けそうもありませんでし
た。
　点も取れなかったから
余計にやる気が出て、夏

八千代高校
合格‼

331点

378点
410点

夏期講習
９月 11月 翌1月５月300
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講習後に
116点UP!!

夏期講習後の
実力テスト推移

447点

中学

年生❶入会金  無料　　　 
❷ 講習受講時、
　内部生割引適用

中学3年生は、座席の都合上若干名の募集となります。



中３ 個別特訓

中３の午前又は午後には、個別特訓が組み
込まれています。中３受験生にとって理解
していない部分が残ってしまうことはもう
許されません。個別特訓で自分自身の苦手
をチェックしながらその場で修正し、完全
な理解、定着を図ります。成績大幅アップ
には、この個別特訓が絶対に必要だと言い
切れる個別学習カリキュラムです。

左の表は、各科目での例です。
本講座は、重要分野・苦手分野の
徹底理解を念頭に置いた特訓講座
です。授業とは別のテキストを使
い全範囲を二重に網羅します。

苦手集中特訓
今まで苦手としていた単元や科目を集中的に学習します。
ある単元について苦手意識があると、その感覚が科目全
体に及ぶため、この夏休み中に苦手をなくす必要があり
ます。ある分野を得意にするために必要なことは、
『理解・暗記・実践』、そして豊富な学習量です。
個別学習では「教わる」だけではなく、「考えて解く」
ことを目的とした学習を行ってもらいます。

■ 個別特訓

 国 語　　小説文、説明文、古文、文法、漢字
 社 会　　歴史総合、世界の地理、日本の地理、公民(憲法と人権)
 理 科　　化学変化、光、音、力、電流と磁界、動物、植物、大地の変化
 数 学　　式の計算、１次関数、方程式、平面図形、確率、平方根
 英 語　　助動詞、不定詞、動名詞、比較、受動態、現在完了、長文

中２
中１

佐倉高 11 名    佐原高校 4名　木更津高専 1名　 八千代高 9名　 成東高校 3名
都立産業技術高専 1名　成田国際高 23 名　幕張総合高 4名　検見川高校 1名　
松戸国際高 2名　千葉女子高 2名　津田沼高 3名　国府台高 1名　千葉北高 5名　
市立習志野高 2名　成田北高 28 名　印旛明誠高 1名　四街道高 20 名　千城台高 2名
市立船橋高 1名　佐原白楊高 2名　柏井高 6名　佐倉東高 10 名　 富里高 10 名 　他　　 　　 

公立高校 私立高校
ICU 国際基督大付属高校 1名　成田高校 16 名（特進含む）　
日大習志野高校 2名　八千代松陰高校 33 名（IGS 含む）
国府台女子高校 2名　敬愛学園高校（全額免除特待）2名　
東京学館高校　S特 5名　　特進 29 名　　文理多数
東洋大付属牛久 1名　千葉敬愛高校 41 名（特進含む）　ほか多数

合格
実績

　中3➡入試へ向けた総復習‼　  中2・中1➡基本の徹底＆応用への挑戦

 Target 450　   Target 350 Target 450　   Target 350
佐倉・八千代・成国 成北・四街道・佐倉東

ターゲット ターゲット

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1819 20 21 22 23 24 25 2627 28

中３

午後6:10～8:40
午後6:10～8:40
午後5:00～6:00

学年 時 間

小学生

充実の夏期講習　　安心の講習費

入試に強い育英の夏期講習 !!

外部生
受講費用（税込）

５科目 27,000円
 算・国 12,000円

５科目 27,000円

68,000円

※受講料(税別)には、教材費・テスト費等のすべての費用を含みます。 
※中3の予備日は相談の上17:30～20:00の間で行います。

個別特訓と
全国入試過去問リレー

弱点をなくす
5科目対策

授業日 模擬テストテ予備日予

午前

午後

「公立」5科目への「効率」学習

学習の効率　　　時間の効率　　　費用の効率

少人数授業 ＋ 個別 で育英の

中1・２  苦手を得意に
中学1・2年は今までの範囲の復習を徹底して
取り組む時期として、夏休みは最適です。
入試が1回試験となり5科目全部で早めに
準備が大切です。入試への準備を早くから始めます。

自信が
可能性を伸ばす

13：30~16：45

8：45~12：25
５科目

卒塾生の体験談

　私は２年生の時まで、勉強が嫌いで特に数学
は死ぬほど嫌いで授業中に誰にもバレないよう
に泣いた時もありました。なので、そのときは
高校に入ってまで勉強なんかしたくないと思っ
ていました。３年生になり、学年の全員が高校
進学を希望していたので、それに流され中３の
春、私は佐倉東高校を志望しました。しかし私
は英語が一番好きな教科なので夏休み頃、志望
校を成田国際高校の国際科に変更しました。
　夏期講習で朝から夜まで勉強したおかげで、
夏休みの終わりに受けた模試はA判定でした。
また１学期は６０位くらいだった定期テストで
も２学期では１ケタをとることができました。
　冬も一日10時間以上勉強していたおかげで、受かる自信がなかった成田
高校に合格し、第一志望の成田国際高校にも合格することができました。
受験を終えて、本気で就職しようと考えていた一年前の自分よりも、勉強
の大切さや面白さを沢山知ることができました。高校でも、大学へ進学す
るために勉強を頑張りたいです。

成田国際高校
合格‼409点

383点

夏期講習
９月 11月 翌1月５月300
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講習後に5科
70点UP!!

校内実力テスト推移

398点

328点

酒々井にて

予

予

今回の定期テスト
大幅UP者・卒塾生の声

webで掲載中！！


