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体験授業のお申し込み
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志木に根付いて志木に根付いて3232年

3月2日～25日　中学生の勉強の先取りをします

■青翔塾に生徒が集まる理由
　青翔塾は志木市内に1教室だけです。普段から、近所の皆さんの厳しい目にさらされています。ところが、うれしいことに、
新しく入塾された生徒の実に9割以上がお知り合いの紹介でした。もちろん、青翔塾に対して厳しい意見をお持ちの方もい
らっしゃると思います。しかし、32年間私が信念を貫いて指導してきたことには自信を持っております。常に生徒の良いところ
を見つけようという姿勢を持ち続け、そこから生まれる信頼関係を基に、数多くの生徒達に勉強の楽しさや厳しさを教えるこ
と、将来を見据えた進路の選び方を生徒とともに考えることなど、様々な面から生徒達をサポートしてきたという自負がありま
す。だからこそ、青翔塾を卒業していった生徒が、今もなお人生の節目で報告や相談など、何かあったときには真っ先に私
の元を訪れたりしてくれているのだと思います。
これからも、一地域に根ざした学習塾として一人でも多くの子供たちに私たちの思いが伝わればと思います。

いよいよ始まる中学校生活。新生活が始まると、学校生活に慣れることで精一杯。最初はなかなか勉強に集
中できません。だからこそ、この時期に少しでも勉強に余裕がもてるよう、基礎学力の定着を目指します。今
のうちから英語・数学に取り組み、余裕を持って中学校生活を始めましょう！

お電話またはメールでお
願いいたします。

授業開始20分前にお越し
ください。塾のシステム授
業概要についてご説明しま
す。

実際の授業と同じ時間体
験していただきます。

体 験 当 日 体 験 授 業

●時間：A 16:00～17:30　B 16:30～18:00　C 17:00～18:30　　●曜日：月～金
●授業回数：8回(期間内よりお選びいただけます)　　●教科：英語・数学

●講習料：￥16,200　　●授業形態：個別授業

新　 中　 1　 準　 備　 講　 座

入  塾

入塾申込書、授業報告申
込書を提出していただき
手続き完了となります。 

中途入塾の場合は日割り
計算にて受講開始月の料
金を決定します。

気に入っていただければ、後
日ご連絡をください。
こちらからご連絡させてい
ただくことはありません。

入塾日の決定 授 業 終 了

公立中学生 授業開始公立中学生 授業開始
全体授業の形で授業開始とな
ります。
ただし、授業についていけるよ
うになるまでは、個別での指導
となります。

曜日・時間帯を選択していただ
き、それぞれの学習計画を保護
者または本人と相談させていた
だき、授業内容を決定します。

小学生・ ・私立中学生 高校生公立中学生 授業開始 授 業 開 始授 業 開 始

個別指導の形で授業開始
となります。

授 業 開 始



●ご予約は

体 験 授 業 が 受 講 で き ま す
青翔塾に入塾する前にすべての授業を体験することができます。もちろん費用は一切かかりません。

048-474-2353TEL.

http://www.seishojuku.jpWeb:

▼中学生
●全体授業を大切にします
1クラス12名を定員とし、学力別のクラス編成を行っています。特に、全体授業で学習内容の要点をおさえ、また、応用・発展的な内容の理解を深
めます。さらに、毎回の課題をチェックすると共に、理解度の確認テストを取り入れ、生徒一人ひとりの定着度を把握し、演習時間などを活用して、
各自のわからなかった問題を教えています。全体授業を大切にすることで、生徒が互いに刺激し合える環境を整えつつ、各自の疑問に応えられる
演習時間も設けています。

●定期テスト対策に向けた取り組み
現在、志木市を中心に、朝霞市、富士見市などの学校に在籍している生徒が通っています。普段、学力別に編成されたクラスで授業を展開してい
ますが、各中学の定期試験前(2週間程度前)には、学校別のクラス編成へ変更し、試験範囲は勿論、各学校や先生方の特色に合わせた定期テスト
対策授業を展開しています。この期間、講師はリーダー的な存在となり、各自の目標に向け、何を覚えるべきか、何をすべきかアドバイスし、勉強
方法や覚え方のコツなども提案しています。そのために、テスト直前の土日には8～15時間程度の無料補習を行っています。自由参加ですが、毎
回ほぼ全員の生徒が出席し、「もっと塾へ来たい」とまで言われるほど、生徒に好評の補習です。

●遅刻・欠席について
部活動や習い事でどうしても時間に間に合わない生徒はいます。遅れてきた場合、その遅れの程度にもよりますが、授業を聞けなかった部分につ
いては個別で教えるなど、必ず同じ内容を学習できるよう対応していきます。また、欠席した場合、振替は受け付けられませんが、次の授業の際、
少し残ってもらい指導したり、課題を伝えたりしています。休んだ分、自らの力で取り戻そうとする気持ちが何よりも大切です。当塾では、日頃から
全体授業の大切さ、課題をこなす大切さを伝えているので、通塾が長くなるにつれ、自然と授業を聞く姿勢を整え、理解・定着させるために課題が
あると自覚し、やむを得ず欠席してしまった場合にも、すべきことを考え行動できるよう指導し、また、その気持ちから行動したことに、その都度、
臨機応変にサポートしています。

●個別指導で授業を展開しています(補習クラス)
各学年の学習内容を理解することを目標とし、一人ひとりに合わせた説明、演習を実践するため、個別形式となっています。1回の授業を90分で
設定し、その中で、説明、演習を展開しています。問題に対する答えを出す過程をしっかり見たり、わからない時にはその理由を探ったりしながら、
生徒たちに適切なタイミングで声をかけることで、自分で考え、自分で解けるようになるための手助けになる指導を心掛けています。

●志望校に合わせた学習(受験クラス)
個別授業で志望校にぴったり合わせた学習をしています。主に予習シリーズのテキストを使用し、一人ひとりの細かい状況を把握し、各自の理解
度、目標に合わせた対策プリントでの演習も実践しています。また、受験で燃え尽き、目標を見失うことが無いよう、自立心を育てることも念頭に
置いて指導しています。

●時間帯・曜日は選択可能、振替も可能
個別形式の授業ですので、時間帯・曜日の選択が可能です。下校時間や習い事などの都合に合わせ、時間帯・曜日を選択できます。しかし、小学生
には定期試験がないため、無料補習はありません。そこで、諸事情で欠席する場合はご連絡を頂き、振替可能な日程から選択してもらう、振替制
度を設けています。

●通う生徒に必要な授業の提供(私立中学・高校補習クラス)
通っている学校の進度と生徒の学習状況に合わせた授業を個別形式で展開しています。大手予備校とは違い、各生徒の希望進路、受験スタイ
ル、学習進度に合わせ、弱点、要求されるレベルを把握し、一人ひとりの疑問に耳を傾け、生徒に合わせた説明をするよう心掛けています。また、
ノートのまとめ方や途中式の書き方等、勉強の根本的な部分にも目を向け、学習環境の整え方などもアドバイスしています。生徒の勉強方法の
改善点を指摘することで、自分の弱点を受け入れ、講師のサポートはあるものの自らの力で成し遂げようとする気持ちを大切にしています。

●振替・定期試験対策もあります(私立中学・高校補習クラス)
振替については限定された日程・時間帯になりますが、その都度受け付けています。また、中学生同様、定期試験前には無料の補習があります。特
に私立中学生・高校生ともなると学校の問題集の演習、覚えるべき範囲の把握はできるようになってきます。そこで、補習期間、教科を限定せず、
各自に学校の教科書・ノート・問題集を持参してもらい、勉強方法の指導と質問を受け付ける形をとっています。

●大学受験クラスも個別形式(大学受験クラス)
大学を一般受験する場合、希望する大学によって、教科・科目は様々です。そのため、最大で1学年5名までに限定し、入塾も5月までとさせて頂い
ています。一人ひとりの受験校の入試問題を徹底的に分析し、個々の能力を伸ばすために、また、受験校の入試問題に対応できる力を付けられる
ように、個別で指導を行っています。また、受験制度が複雑なため、自分に似合う受験スタイルの判断しにくく、悩みや不安の原因となっていま
す。そのため、受験日程・受験スタイルの相談に応じ、それぞれが満足できる受験方法の提案をしています。

▼小学生

▼私立中学・高校生



平成29年度授業概要

●授業形式
中学生通常授業…12人前後の少人数授業　　中学生オプション授業…個別授業
小学生･私立中･高校生…個別授業
●お支払い
月初めに月謝袋をお渡ししますので、そちらでお納め下さい。
●お休み
祝祭日は基本的にお休みとなります。小学生･私立中･高校生の授業はお休みした場合、振替授業をお受
けします。
●費用
入会金なし、教材費その他は全て上記の料金に含まれます(小学生受験コースは除く)。
上記の料金には消費税が含まれています。
●ご家庭との連絡手段
手書きの授業連絡表か授業報告メールを選択して頂き、出席、授業内容、連絡事項を報告しています。ご
家庭からの欠席・遅刻、ご要望、ご相談などはお電話やメール等から受け付けています。
また、春・夏の年２回、受験生は年３回、保護者の方との面談期間を設けています。ご家庭との連絡を密にと
れるよう心掛けています。

クラス 時間 曜日 教科 授業料(月額)

中1クラス 19:30～21:30 (2時間) 月・木 数･英･国 ￥17,280

中2クラス3科 19:30～21:50 (2時間20分) 火・金 数･英･国 ￥19,440

中2クラス5科 19:30～21:50 (2時間20分) 火・木・金 数･英･国･理･社 ￥29,160

中3クラス3科 19:30～22:00 (2時間30分) 月・水・土 数･英･国 ￥30,240

中3クラス5科 19:30～22:00 (2時間30分) 月・水・金・土 数･英･国･理･社 ￥41,040

クラス 対象 時間 教科 授業料(月額) 備考

週1講座  ￥7,560

週2講座 ￥14,040

週1講座  ￥8,640

週2講座 ￥16,200

国･算 週1講座 ￥12,960

理･社 週2講座 ￥24,840

補習コース

受験コース

小1･小2･小3･小4
以降1講座毎に月額\6,480が
加算されます

小5･小6
以降1講座毎に月額\7,560が
加算されます

国･算
理･社
英

A 16:00～17:30
B 16:30～18:00
C 17:00～18:30

A,B,Cより
時間帯を
選択小3･小4･小5･小6

以降1講座毎に月額\11,880が
加算されます

クラス 時間 教科 授業料(月額) 備考

週1講座 ￥10,800

週2講座 ￥21,600

週1講座 ￥15,120

週2講座 ￥30,240

週1講座 ￥22,680

週2講座 ￥45,360

以降1講座毎に月額\15,120
が加算されます

以降1講座毎に月額\10,800
が加算されます

以降1講座毎に月額\22,680
が加算されます

私立中学補習クラス 2時間
各教科より

選択
高校補習クラス 2時間20分

受験教科大学受験クラス 3時間

中 学 生

小 学 生

私立中学・高校生

※掲載された授業料は税込み料金となります

新年度 3月2日スタート
2日以降も新年度生受付中!



HPでさらに詳しい情報をご覧いただけます。

eメール

志木市本町1-2-8
代表 千野 直也 受付／15:00～22:00

TEL.048(474)2353

info@seishojuku.jp

青翔塾 せいしょうじゅく

http://www.seishojuku.jp

当塾は、学習塾としての利用目的のみで建てられた専用塾舎です。他
には類を見ない充実した学習環境下で、生徒たちの学習面でのサポ
ートに全力で取り組んでいます。

想像力を育む外観

木のぬくもりあふれる教室

思わず集中してしまう自習室 開放感たっぷりのエントランスホール

大学受験クラス

小学生受験コース

小学生補習コース

新中3クラス

新中2クラス

新中1クラス 3/28～4/6 (4/1,2を除く8日間) 15:30～17:30 数学・英語 \21,600

3/28～4/6 (4/1,2を除く8日間) 19:30～21:30 数学・英語 \17,280

3/28～4/6 (4/1,2を除く8日間) 19:30～22:00 国語・数学・英語 \23,760

\36,720

3/29～4/5 (4/1,2を除く6日間)
A 9:30～11:00
B 11:10～12:40

国語・算数・英語
理科・社会

1講座\12,960
2講座\24,840

中学\21,600
高校\30,240

3/29～4/5 (4/1,2を除く6日間) 9:30～12:30
国語・算数
理科・社会

3/28～4/6 (4/1,2を除く8日間) 19:30～22:30 相談に応じて \45,360

3/28～4/6 (4/1,2を除く8日間)
中学19:30～21:30
高校20:10～22:30

相談に応じて

クラス 期　間 時　間 教　科 料　金

高校生私立中学生クラス

※授業料は税込みです

3月28日3月28日
～4月6日～4月6日
3月28日
～4月6日平 成 29 年 度 春 期 講 習
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