




進学塾クレアのご案内進学塾クレアのご案内 小学生のためのコース案内小学生のためのコース案内

小学錬成コース小学錬成コース

対象学年　小4生～小6生
開講校舎　進学塾クレア全校舎

①基礎学力の徹底的な指導を行います
　小学生が学ぶことはその後の基礎学力となる単元しかありません。計算・漢字・文章読解など、将来の学力の土
台となる基礎学力の徹底的な指導を行っています。

②苦手にする児童が多い「表現力」に力を入れています
　大学入試改革では記述式の問題が増えるなど、将来の学力に「表現力」が求められています。進学塾クレアの小
学錬成コースの国語の授業では「作文練習」を行い、自分で考えたことを表現するトレーニングを行っています。
作文嫌いのお子様も自ら進んで書くように成長していきます。

③算数の日々のトレーニングを行っています
　勉強習慣をつけること、勉強したことを定着させることを目標に「日々の算数トレーニング」を行っています。
専用の宿題テキストで毎日算数の問題に取り組むことで基礎学力の向上を目指しています。担当の講師がきちんと
宿題を確認することで理解不足の単元を把握し、もう一度教え直す機会を作っています。

④勉強を好きになる仕組みがあります
　勉強に前向きに取り組むことで学習効果を大いに高めることができます。進学塾クレアの小学錬成コースでは、
毎回の授業が楽しく、お子様が勉強を好きになる仕組みを作っています。授業では考えることを問いかけ、自ら考
えることを繰り返すことで、勉強の楽しさを実感できる授業を展開します。

小学錬成コースの特長

①小学 4年生コース
　「読む・聞く・書く・話す」をバランスよく学習できる教材を使用し、英語学習の土台作りを行います。生徒の
皆さんは能動的に授業に参加し、ゲームやロールプレイを通じて体を動かしながら英語を学んでいきます。

②小学５生生・６年生コース
　小学校の学習内容に沿って英語を勉強していきます。単語や簡単な英文を学習し、中学校英語の準備を進めてい
きます。小学校の勉強の予習になっていますから、小学校での学習にも良い効果が期待できます。学習する単語数
は 800語以上となっており、中学英語の準備として十分です。
　「読む」「書く」だけではなく「聞く」「話す」ことへのトレーニングも準備されています。テキスト内にあるリ
スニング問題を解くなど、4技能をバランスよく育てていきます。

小 語英学 　小学校での英語教育が本格的に始まり、クレアの小学英語もパ
ワーアップしました。中学生での英語学習の準備を着実に進める
とともに、「英語が楽しい」「英語が好き」といった思いを大きく
育てる授業になっています。

対象学年　小 4生～小 6生　　　　　　開講校舎　進学塾クレア全校舎

基礎学力の完成と勉強習慣をつけます基礎学力の完成と勉強習慣をつけます基礎学力の完成と勉強習慣をつけます基礎学力の完成と勉強習慣をつけます



進学塾クレアのご案内進学塾クレアのご案内 中学生のためのコース案内中学生のためのコース案内

中学生コース中学生コース

対象学年　中1生～中3生
開講校舎　進学塾クレア全校舎

国立大附属校や開成、早慶付属校などの国立・私立最難関校及び公立最難関校
合格を目指す生徒対象のクラスです。
私立最難関校の一般入試対策をしながら、実際にそれらの高校を受験し、合格
を勝ち取った上で、浦和・浦和一女・大宮などの公立最難関入試へ向かうとい
う受験プランを立てたい皆さんにも受講しやすいクラス設定になっています。
早期から高度な学習を行い、高校内容の先取り学習もした上で、入試特有の問
題に対応する力を養うカリキュラムを用意しています。

ＳＳクラス

川越・川越女子・大宮・浦和・浦和一
女など最難関公立高校や難関私立高校
合格を目指す生徒対象のクラスです。
基本の定着はさることながら、入試問
題を見据えた応用力の育成を図りま
す。原則的には先取り学習を行い、中
３の１学期中に中学の学習単元を終了
させ、2 学期以降は入試問題演習を重
ね、どのような問題にも対応できる応
用力を養成します。

選抜クラス

公立高校・私立高校の合格を目指すク
ラスです。年間を通して、基礎力の定
着と応用力の養成を行います。
原則的には学校の先取り学習を行い、
定期テストや模試、そして入試に対応
できる学力を養います。中３の２学期
中には、中学の学習単元を終了させ、
それ以降に総合力や得点力を養うため
の入試対策に入ります。

総合クラス

公立高校の入試は受験生全員が理社を含めた 5 教科を受験すること
になっています。理社での得点が合格を左右するといっても過言で

はありません。中１・中２理社では、覚え方、考え方、勉強の仕方、問題への
取り組み方など理科・社会の真の実力を身に付けさせることを目標に毎週授業
が展開されます。
※中 1理社クラスは夏期講習から開講します。

理社クラス

公立高校入試を制するために理科・社会の早期学習と早期仕上げが
必要不可欠です。１学期は、1・２年生の復習を中心に授業を行い、

苦手単元を克服し、幅広い知識を身に付けさせます。２学期には、３年の学習
単元の授業を進め、定期テストの点数向上を図りながら、北辰テストや公立高
校入試に備えます。当塾の公立高校入試の合格率の高さは、この理社クラスの
存在が大きな理由になっています。

当塾では、中１全クラスおよ
び中２総合クラスの３教科
コースの通塾回数は週 2 回で
す。また、中１理社コースお
よび中２理社コースを開講し
ており、これにより、週３回
の通塾で５教科の学習が可能
となります（理社は１日２教
科）。公立高校入試では５教
科すべて受験する必要があ
り、特に理科・社会の得点率
は、志望校合格の鍵となりま
す。理科・社会を楽しく、わ
かりやすく指導し、学力のみ
ならず、お子様の学習姿勢を
しっかりと育てていきます。
なお、中２選抜クラスおよび
中３全クラスの３教科コース
では、１日１教科で週３回の
通塾となります。それぞれの
教科を集中的に学習するだけ
でなく、授業内に各種テスト
対策や入試対策を取り入れ、
志望校合格を目指します。ま
た、理社も追加受講できるよ
うな時間割を組んでおりま
す。

第一志望
合格率 90％以上の
実績を誇ります！

中３生

中1生・中2生・中３生

中1生
中2生

中３生

中1生・中2生・中３生

基礎学力の完成と勉強習慣をつけます基礎学力の完成と勉強習慣をつけます基礎学力の完成と勉強習慣をつけます基礎学力の完成と勉強習慣をつけます



進学塾クレアのご案内進学塾クレアのご案内 高校生のためのコース案内高校生のためのコース案内

高等部高等部

対象学年　高１生～高３生
開講校舎　進学塾クレア高等部

高等部の特長

決められた時間割とカリキュラムに沿って授業を受け
ながら大学進学の準備をするコースです。「毎週決まっ
た時間に塾に行って勉強する方がやりやすい」「塾の
授業と宿題を勉強のペースメーカーにしたい」といっ
た方にお勧めです。
1 クラス 8 名までの少人数クラス指導で授業を行いま
す。高１生・高２生は概ね学校の授業進度に合わせて
勉強を進めます。学校推薦型選抜や総合型選抜での合
格を目指し、評定平均を上げておきたい方にも有効で
す。

レギュラーコース
通常授業受講プラン

自分のペースと整った環境で勉強するコースです。「自分
のスケジュールで勉強を組み立てたい」「勉強を進める中
で、わからないところや困ったことを質問・相談したい」
といった方にお勧めです。
授業を受ける時間はついていません。自習室で勉強を進
めながら、わからないところを質問したり、勉強の進め
方の相談をしたりすることができます。全部自分一人で
やるには自信がないけれども、基本的には自分の力で勉
強していけるという方に最適です。チューター（指導員）
は質問が多い傾向にある理数系の科目に対応できます。

高校アシストコース
自習室使い放題＋質問し放題プラン

その先にある、大きな夢に向かってその先にある、大きな夢に向かってその先にある、大きな夢に向かってその先にある、大きな夢に向かって

① 高 1生・高 2生はクレアの授業を学校の授業の予習に活かせます
高校の授業は予習をして臨むことを前提に 1 回ごとの授業が組まれています。特に英語と数学に関しては、予習
段階である程度の理解を進めておき、授業で疑問点や不明な点を解消するというのが高校生の理想です。内容に対
する興味・関心も、一定の理解の上に成り立つものですから、その部分をクレアの授業でサポートします。

② 高 3生は受験勉強のペースメーカーとなります
学校推薦型選抜での合格を目指す受験生には、日々の授業と定期テスト対策の位置づけとしての授業提供を、一般
選抜での合格を目指す受験生には、1年間の受験勉強のプラン提示とペースメーカーとしての授業提供を行います。
大手予備校の授業との組み合わせで受講されるケースも存在します。

③ 20：30からの授業ですから多くの部活動との両立も図れます
勉強だけではなく、部活動や学校の活動等も真剣に頑張りたいという高校生は、自分の時間が少ないものです。し
かし、勉強を疎かにしてしまっては、自分の夢の実現にも黄色信号が灯ります。大宮、南浦和、川越、志木などの
大きな駅の近くには大手予備校や他塾も多いですが、富士見市・ふじみ野市域で高校生対象の生（LIVE）の授業
を受けられるところは少ないです。自宅に比較的近いところで短時間集中、効率的な勉強ができるのが進学塾クレ
ア高等部の特長のひとつです。

④ 困ったときのクレア頼み～自宅からすぐの所に校舎がある強み～
勉強をしていてわからないこと、うまくいかないことを気軽に質問できる場所が自宅の近くにあることは、多くの
高校生にとって心強い味方になることでしょう。学校帰りに気軽に立ち寄って、勉強できたり、質問できたりする
空間を思う存分、学力向上と夢の実現のために活用してください。

① 高 1生・高 2生はクレアの授業を学校の授業の予習に活かせます
高校の授業は予習をして臨むことを前提に 1 回ごとの授業が組まれています。特に英語と数学に関しては、予習
段階である程度の理解を進めておき、授業で疑問点や不明な点を解消するというのが高校生の理想です。内容に対
する興味・関心も、一定の理解の上に成り立つものですから、その部分をクレアの授業でサポートします。

② 高 3生は受験勉強のペースメーカーとなります
学校推薦型選抜での合格を目指す受験生には、日々の授業と定期テスト対策の位置づけとしての授業提供を、一般
選抜での合格を目指す受験生には、1年間の受験勉強のプラン提示とペースメーカーとしての授業提供を行います。
大手予備校の授業との組み合わせで受講されるケースも存在します。

③ 20：30からの授業ですから多くの部活動との両立も図れます
勉強だけではなく、部活動や学校の活動等も真剣に頑張りたいという高校生は、自分の時間が少ないものです。し
かし、勉強を疎かにしてしまっては、自分の夢の実現にも黄色信号が灯ります。大宮、南浦和、川越、志木などの
大きな駅の近くには大手予備校や他塾も多いですが、富士見市・ふじみ野市域で高校生対象の生（LIVE）の授業
を受けられるところは少ないです。自宅に比較的近いところで短時間集中、効率的な勉強ができるのが進学塾クレ
ア高等部の特長のひとつです。

④ 困ったときのクレア頼み～自宅からすぐの所に校舎がある強み～
勉強をしていてわからないこと、うまくいかないことを気軽に質問できる場所が自宅の近くにあることは、多くの
高校生にとって心強い味方になることでしょう。学校帰りに気軽に立ち寄って、勉強できたり、質問できたりする
空間を思う存分、学力向上と夢の実現のために活用してください。
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対象学年　小1生～高3生・既卒生
開講校舎　個別指導塾クレア全校舎
 　　進学塾クレア上福岡大原校　個別指導コース
　　　　　進学塾クレアふじみ野西口校　個別指導コース

習いたい科目も
通いたい曜日も自由自在
習いたい科目も
通いたい曜日も自由自在

個別指導塾クレアのご案内個別指導塾クレアのご案内

めんどうみのよさと
あたたかさを大切にします

希望の日時を選べます

講師１人に対し、生徒が２人までの個別指導スタ
イルです。パーティションで区切られた個別机に
おける学習ですので、集中力が持続します。他の
生徒が問題演習を行っている間に、別の生徒が指
導を受けるという学習スタイルになります。

■机・椅子
大手予備校やたくさんの私立高校から発注を受け
ている県内のメーカーに依頼したオリジナル製品
です。疲れにくく、また、明るい雰囲気と清潔感
を感じるデザインになっています。
■セパレートブース
こちらも完全オリジ
ナル製品です。落ち
着いた雰囲気を与え
る色調と閉鎖性を感
じさせないデザイン
に仕上げました。

毎月「生徒授業時間割表」にて来られない日時を
ご提示いただき、時間割を更新していきます。様々
な習い事や用事があっても、通塾の曜日や時間を
選ぶことができます。また、前日（営業時間内）
までにご連絡頂ければ、授業を振り替えることも
可能です。この場合別途料金はかかりません。
※授業当日の振替は原則的に行っておりません。
　振替授業をご希望の場合には「追加費用」がか
かります。

１コマの授業時間は通常全学年80分、季節講習は
全学年50分となっております。
また、授業時間以外でも休み時間にわからないと
ころを講師に質問していただいても構いませんし、
自習をしに来ていただくことも可能です（空いて
いる個別ブースをご利用いただけます）。ぜひご活
用ください。

授業時間について

学習環境にこだわりました

授業予約授業予約学習スタイル学習スタイル

在塾生に関しては原則全員受講して頂きます。通常授業で受講している科目はもちろん、普段受講していない科目
も季節講習のみ受講することが可能です。例えば通常授業で英語・数学２科目受講しているお子様は、季節講習に
国語を追加して３科目受講するといったことも可能です。季節講習前に各校舎からお子様の状況に合わせた「受講
プラン」をお渡ししますので、ご家庭でご相談の上、受講する科目・コースを決定してください。
また、季節講習時には中３生対象の特別講座（夏期集中特訓・正月特訓・早朝テスト会など）を開講します。集団
授業と個別授業を組み合わせることによって、より効果的な学習を行うことができます。

季節講習 春期・夏期・冬期（年 3回）

対象学年　小1生～高3生・既卒生
開講校舎　個別指導塾クレア全校舎
 　　進学塾クレア上福岡大原校　個別指導コース
　　　　　進学塾クレアふじみ野西口校　個別指導コース
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特別講座「集団形式・国理社対策講座」（中 3生対象）

頼りになる担当講師頼りになる担当講師自分だけの

　　　カリキュラム

自分だけの
　　　カリキュラム

お子様の指導にあたる講師は、教科指導、進路指
導や生徒指導などの研修をしっかり行ってから、
講師として登録されます。
登録後も普段のミーティングの他に、定期的に研
修会を実施し、講師の指導力をさらに高めていき
ます。「お子様の学力向上」のために、頼りになる
講師が、教科指導・勉強方法の指導はもちろん、
誠意ある進路指導を行います。

指導力のある講師が
皆さんの指導にあたります

お子様に合ったオリジナルの
学習カリキュラムを作成します
性格や姿かたちに個性があるように、勉強にも、
一人ひとりに得意なところや苦手なところがあり
ます。また、各教科の中にも得意な分野や苦手な
分野があるでしょう。
そんな苦手を克服したい、わかるまで何度でも繰
り返し勉強したい、といったニーズにお応えする
ためには、一人ひとりにあったカリキュラムが必
要です。そこで、個別指導塾クレアでは重点的に
何を学習し、どのくらいのペースで学習したいか
といった相談など、じっくりとカウンセリングを
行い、他の誰でもない“君”のためのカリキュラ
ムを作成し、あらゆる面からお子様の学習意欲を
サポートしていきたいと考えています。まずはご
希望を教えてください。どんなカリキュラムを作
るのにもコミュニケーションが第一です。私たち
と一緒に、自分に合った歩調でしっかりと学んで
いきましょう。

生徒一人ひとりに個性があるように、講師にも個
性があります。講師と生徒の相性が悪いと、勉強
への意欲や学習理解度にマイナスの影響を与えか
ねません。逆に、講師との相性が良いと、学習意
欲が向上し、今まで苦手だった科目が好きになり、
成績も向上していくというプラスの相乗効果を生
み出します。当塾では、生徒の性格や学習状況、
通塾可能な曜日などを考慮した上で、担当講師を
決めさせていただいております。お子様の可能性
を発見するために「良きパートナー」となる講師
を選んでください。

教科ごとに講師を選べるシステム

こちらの講座は、中学３年生の４月から開講します。公立高校入試を制するた
めには理科・社会の早期学習と早期仕上げが必要不可欠です。こちらの講座は
集団形式で行います。個別指導だけでは味わえない「競争心」を持たせられる
ような授業を心がけています。夏期講習までは既習単元の復習を中心に行い、
苦手単元の克服と幅広い知識を身につけます。２学期からは、今まで身につけ
てきた知識を確認しながら、実際の入試問題を用いて実戦的な演習を行い、自
信を持って入試に臨める力をつけていきます。
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進学塾クレア・個別指導塾クレアの取り組み進学塾クレア・個別指導塾クレアの取り組み テスト対策テスト対策

得点を高める方法がクレアにはあります！

定期テスト対策　～勉強の仕方から指導します～
中学校の通知表の結果は入試の結果を左右します。進学塾クレア、個別指導塾クレアでは、高校入試を有利に進め
るために通知表の結果を良くすることに力を入れています。
通知表の結果を良くするためには中学校の定期テストでの高得点が必要です。進学塾クレア、個別指導塾クレアで
は定期テスト前に対策授業を行い、生徒の皆さんの勉強を全力でサポートしています。

①PDCAサイクルで常に「自己最高得点」を目指します
お子様の状況をふまえて一緒に勉強計画を考え、行動します。定期テ
スト対策の中で勉強の進み具合を確認していきます。
定期テスト後には振り返りの面談を実施し、次の定期テストに向けて
課題を確認します。

②中学校ごとに対策授業を行います
地域に密着した塾だからこそできる定期テスト対策を行っています。定期テスト前には中学校ごとにクラス編成を
行い、定期テストに出題される単元に的を絞った指導を行います。効果的に勉強を進めることができます。

③理社も含めた 5教科のテスト対策を実施します
後回しになることが多い理科と社会のテスト対策を実施しています。普段の授業では英数国の 3科受講のお子様も
理社の定期テスト対策を行います。

④単元の理解をめざした授業を行っています
定期テスト対策ではどの教科も授業を行い、各教科の理解を深める一環の一つとしています。表面的なことにとど
まらない勉強を進めていくことで、本物の学力を身につけられるように導きます。

⑤自習できる環境がいつでもあります
定期テスト対策の授業がない時間には自習をできる環境を用意しています。集中して勉強に取り組み、必死に頑張
る仲間に刺激を受け、より一層勉強に力が入ります。

進学塾クレアの定期テスト対策の特長

中学・高校全学年において各テスト前に定期テスト対策を授業の中で行っています。中学生は教科書に対応したワー
クと当塾オリジナルの対策プリントを用いて、無駄のない学習指導を行います。高校生はメインのテキストに加え、
各高校の教科書・応用問題集などを用いて効果的な対策を行います。もちろん個別指導ですから、お子様の目標に
合わせて、どの部分に重点を置いて勉強をすべきかなど、一人ひとりに合った具体的な勉強法なども指導していき
ます。

個別指導塾クレアの定期テスト対策の特長

埼玉県に住む中学生が避けては通れない北辰テスト。進
学塾クレア・個別指導塾クレアでは、独自の北辰テスト
対策が確立されています。中３生は普段の授業や課題に
取り組むことが、北辰テストでの高得点につながるカリ
キュラムになっています。
北辰テスト対策を通じて思考力や表現力を磨き、後に控
える入試に向けて準備を進めていきます。

北辰テスト対策北辰テスト対策
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クレアでは、お子様の学習効果を高めるために、保護者の皆様とのコミュニケー
ションも重要であると考えています。
毎月、各校舎からお子様の学習状況をお伝えする「フレンドシップファイル」
をお配りし、お子様の学習の様子や成績、講師からのワンポイントアドバイス
などをお伝えします。保護者の皆様からの質問欄などもありますので、お子様
の学習についてのお問い合わせもお気軽にしていただけます。

年に数回、保護者の皆様と個別に面談を行い、様々なご相談にお応えいたします。また、お子様の成績推移や学習
状況などについても詳しくお話できる機会ですので、多くの方にご参加いただいております。
お子様と講師や教室長が直接二者面談を行うこともございます。特に中学生や高校生は、勉強のことだけでなく、
様々な悩みをかかえる時期です。「希望の進路は？」「今悩んでいることは？」「わからない勉強内容は？」など、
多面的にお子様をサポートします。

「定期テスト」を実施し、期間ごとに学習した内容について、理解度をチェックします。テスト前に勉強をすることや、
テストで良い点数をとった時の喜びを知ることで、小学生のうちからテストに臨む姿勢や学習習慣を身に付けるこ
とができます。
※中間テスト、期末テスト、季節講習まとめテストを行います

自宅で勉強に集中できない場合には、塾で自習ができる環境をご用意しています。誘惑のない自習スペースで勉強
に取り組み、テストで高得点を取っているお子様がたくさんいます。

フレンドシップ

保護者面談・三者面談
進学塾クレア　小学錬成コース・中学生コース（中 1生・中 2生）

進学塾クレア　中学生コース（中 3生）

学期ごとに担当講師と保護者の皆様との二者面談を行います。より詳しいお子
様の学習状況や今後の目標などについてお話をします。

1 学期は学期末に担当講師と保護者の皆様との二者面談を行います。2 学期か
らはほぼ毎月、お子様を含めた三者面談を行い、受験校の選定など、進路に関
する具体的なお話をします。

個別指導塾クレア

塾内テスト・各種模試

首都圏の塾に通っている生徒を対象に行われるテストを実施します。
首都圏における実力を客観的に測ることができるのはもちろんのこと、範囲の
広いテストになりますので、対策等をすることでテストへの対応力を身に付け
ることができます。また、「偏差値」（全学年）や「志望校判定」（中２生以上）
が算出されます。

進学塾クレア　小学錬成コース

進学塾クレア　中学生コース

お子様の成績推移をしっかりと把握し、きめ細かい学習指導を行う目的としてテストを実施しています。中学生は
学力テスト、中 3 受験生は北辰テスト、高校生は学力分析テスト、高 3 生・既卒生はシニアセンター模試を必須
受験としています。どのテストも成績表が発行され、全国で受験した生徒との比較ができるテストですので、お子
様一人ひとりの正確な学習効果を測ることができます。

個別指導塾クレア

自習スペース
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年間行事予定年間行事予定

近隣の人気のある私立高校、公立高校
の先生方にご参加いただき、各学校の
特徴や入試情報などをお話しいただい
ております。参加された保護者の皆様・
生徒の皆さんからもご好評いただいて
いる説明会です。高校について、また
受験について、より一層詳細で新鮮な
情報をお届けいたします。
参加予定校
■公立高校
朝霞　朝霞西　市立川越　県立川越　
川越女子　川越南　坂戸　所沢北　
松山　松山女子　和光国際
■私立高校
川越東　淑徳　西武台　西武文理　
大東文化大学第一　東京農業大学第三
星野　細田学園　山村学園

高等学校合同入試説明会
年２回、中３生の保護者の皆様を対象
に入試のすべてがわかる「高校進学説
明会」を開いております。毎年のよう
に受験制度が変わり非常に複雑な高校
入試について、最新の情報やデータを
そろえ、皆様に詳しくご説明いたしま
す。公立入試情報はもちろん、国私立
高校入試の情報もお伝えいたします。
情報の有無が入試を左右しますから、
「入試に勝つ方法」をお届けします。
受験システムだけでなく、志望校の選
び方や学習の進め方などもお話しいた
します。地域で一番の情報量を誇るク
レアの高校進学説明会にご期待くださ
い。

高校進学説明会 大学進学説明会

中学進学を控えた、小６生対象の講座
です。中学校での勉強を順調に進める
ために、小学校の復習と中学の予習を
行います。中学校での勉強でつまずく
ことが無いように、クレアが全力で小
６生を応援します。

新中１準備講座
お子様の入室時刻、退出時刻を保護者
の皆様へお知らせする安心のシステム
です。専用のカードを教室のカード
リーダーにかざすだけで、お子様の入
退室のお知らせがご指定のスマート
フォンやパソコンのメールに送信され
ます。
※メールの受信を希望されない場合
は、「受信しない」を選択できます。

入退室確認メールシステム
進学塾クレア・個別指導塾クレアでは、
教育情報誌『creare』を毎月発行し
ています。通塾していただいている小
学生から大学受験生まで全てのお子様
を対象に、教育や受験に関する様々な
情報を幅広く、タイムリーにお届けし
ています。進学塾クレアにおいて行わ
れるテストの成績優秀者や、頭の体操
コーナーなど、お子様にも親しみやす
い情報誌です。

教育情報誌『creare』

高校入試を終えた中学３年生と保護者
の皆様を対象に「大学進学説明会」を
行っております。昨今の大学入試にお
いては、様々な新設学部や新設学科が
毎年のように登場し、それに伴う選抜
方法も従来の一般入試に加え、学校推
薦型選抜や総合型選抜が実施されるな
ど、大変複雑になっています。こうし
た状況をふまえ、大学進学に際しより
良い選択をするためにも、大学につい
ての正確な情報や入試情報を収集する
ことが必要です。複雑な入試システム
を最新の資料をそろえて皆様に詳しく
ご説明いたします。大学入試システム
を理解することで、入試を優位に進め
られます。



テレビのゲームもスマートフォンもない普段とは大きく違った環境で、勉強
と、そして「自分」と向き合う特訓です。志望校に合わせた５教科・３教科
の学力向上はもちろんのこと、競争心や自立心を養い、強い精神力を身に付
けることがこの合宿の最大の狙いです。

夏期合宿　※夏期講習中実施

北辰テストや高校入試において頻出でありながら、苦手とする受験生が多い
単元を中心に単科講座として設定しました。
開講講座例：古文特訓養成講座、関数・図形応用力養成講座、リスニング特
訓講座　等

夏期集中特訓　※夏期講習中実施

本番の公立入試に即した問題をテスト形式で演習します。リスニングや作図、
記述問題など家庭学習では演習しにくい問題への対策もしっかりできます。

早朝テスト会　※冬期講習中実施

入試頻出の知識問題を中心とした演習を行います。「最後まで諦めない」を
合言葉に、受験生のラストスパートを応援します。

正月特訓　※１月 2日・3日実施

最難関公立高校（大宮・浦和・浦和一女・川越・川越女子・市立浦和）合
格を目指すための講座で、９月から２月までの土曜日に全 15 回の授業を
行います。最難関公立高校は競争率や受験者の学力が高いため、己に勝つ
ことはもちろん、ライバルたちにも点数で勝たなくてはいけません。「１問
でも多く正解する」をモットーに通常クラスとは違った緊張感の中で総合
的に学習を進め、５教科の成績アップを図ります。

最難関公立高校合格特訓講座　※９月開講

最難関公立高校合格特訓講座は大宮・浦和・浦和一女・川越・川越女子・
市立浦和・所沢北といった最難関公立高校の合格を本気で目指す特訓講座
です。国語では作文対策、英語ではリスニングや英作文対策、数学では作
図や証明、そして新傾向問題対策、理科社会では記述問題や論述問題対策
も組み込まれており、5 教科とも埼玉県公立高校入試で 9 割以上の得点力
を身に付けるために必要な実力を養います。また、各校舎のトップレベル
の生徒たちが集結し切磋琢磨できる環境が、受講者たちの意識・意欲を高
めます。
公立高校入試は 1 回勝負ですから、「本番で失敗しない、絶対的な得点力」
が重要となります。最難関公立高校への合格を目指す皆さんは、この講座
で一緒に頑張りましょう。

一発勝負も怖くない！絶対的な得点力を養う講座！

中 3生のための特別講座

当塾では、６月・10月・１月の年３回、
10 級から２級までの試験を実施して
います。漢字検定を取得すると入試に
おいて様々な優遇措置があるので、毎
年多くの塾生が受検しています。小学
生は年度の締めくくりとして受ける場
合も多く、学習の目標として活用する
のもおすすめです。どなたでも受検す
ることができます。

日本漢字能力検定

各種検定試験

漢 字 検 定

当塾では、6月・10月・1月の年 3回、
５級から２級までの試験を実施してい
ます。英語検定を取得すると入試にお
いて様々な優遇措置があるので、たく
さんの塾生が受検しています。この英
語検定に合わせて、当塾では一次試験
対策や二次試験対策を無料で行ってお
り、塾生からご好評いただいておりま
す。

実用英語技能検定
英 語 検 定

数学検定は１９９２年から実施された
検定ですが、年々社会的認知度も高く
なっており、英検・漢検と同様、入試
の際の優遇措置がとられています。当
塾では、７月・11月・２月の年３回、
11 級（小 1 程度）から準 1 級（高校
生レベル）まで幅広く受検することが
できます。

実用数学技能検定
数 学 検 定



https://www.crea-ed.com/

https://saitama-mirai.jp/

049-293-7787
プランタン 21 2F

埼玉みらい高等学院
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