
ここでいう主役とは、思うがまま、自由気ままに学習する態度のことでは
ありません。生徒が持てる力を存分に発揮できるように仕向けられた環
境のもとに、いつのまにか学ぶことが楽しくなったり、自ら進んで学ぼうと
する態度のことで、私たち私塾の役割こそ、こうした環境を作り出すこと
にあると考えます。そのためにも、常に生徒の良いところを見つけようとい
う姿勢を忘れずに、対話のある授業を通して生まれる信頼関係を最も大
切にしています。

「いつでも生徒が主役！」
創立以来この理念のもと、
進化を続けてきました。

世界初の対話する宇宙飛行士ロボット「キロボ」を作った高橋智隆先生がアド
バイザーのロボット教室。ひと月の授業で1体のロボットを製作して動かすこと
で、サイエンスへの興味を引き出します。

　当塾では、個別指導を行っております。個別指導の良さは、周りの生徒と自分を
比較することなく、勉強と向き合えることです。教室では、私語をする生徒は一人も
おらず、目の前のことにだけ集中していて、とても静かな環境にあります。
質問も生徒の方から尋ねやすいよう、常時講師が複数入り、指導しております。
苦手だと感じた単元は、先に進めず理解できるまで教え、演習や復習を重点的に行っ
ています。「自発的」に勉強することの楽しさを見い出せる授業を心がけております。

西武台新座中学　特進選抜クラス 1名    特進クラス 2名
東京農業大学三中 1名
星野学園中学校 1名

秋草学園　進学コース 1名
浦和実業　情報進学コース 3名
　　　　　総合進学コース 1名
浦和麗明　特進Ⅰ類 1名
開　　智　Sコース 1名
川 越 東　理数コース 2名
　　　　　普通コース 1名
埼玉平成　進学コース 1名
栄　　東　東・医コース 1名
　　　　　αコース 1名
淑　　徳　特進選抜コース 1名
西 武 台　特進Sコース 1名
　　　　　選抜Ⅰ 2名  選抜Ⅱ 1名

大東文化
大学第一　進学コース 1名
武　　南　特進コース 1名
細田学園　特進Hコース 2名（奨学生）
　　　　　選抜Gコース 1名
　　　　　選抜Lコース 2名
　　　　　進学αコース 1名
　　　　　進学βコース 2名
星　　野　共学部  βコース 1名
　　　　　女子部Ⅱ 類  選抜コース1名
武 蔵 野　進学コース 1名
山村学園　特別進学コースSAクラス 1名
　　　　　総合進学コース選抜クラス 1名

小学生の部

　当塾では、少人数制の集団授業を中心に行っております。
中学生にもなると、他人との比較、勉強への意識が必要になります。
近年スマートフォンやタブレットを活用した勉強法が普及し、ゲーム感覚で覚えるア
プリも沢山登場しています。“楽しく学ぶ”には適したツールですが、記憶の持続性は
ほとんどないといえます。“自ら”学ぶ環境ではなく、与えられたものを受け取る“受動
的な”勉強だからです。当塾では、勉強による成績アップはもちろんのこと、その土
台となり、将来に活かせる「勉強への取り組み方」も徹底指導しております。

中学生の部

いま話題のスカイプ英会話。マンツーマンレッスンで、読む・書く・聞く・話すの
4技能＋文法をバランスよく身につけることができます。

ロボット教室
オンライン英会話
小学生対象
小2～4 エレメンタリーコース   小5～6 プレップコース

■問 青翔塾ロボット教室  講師直通 ☎080-7958-4809
(10:00～17:00/日祝除く)　※授業などで繋がらない場合もあります。時間を空けて、再度お問い合わせをお願いいたします。

■問 ヒューマンアカデミーランゲージスクール フリーダイヤル0120-951-115

※事前予約が必要です。お早めのご予約をおすすめします。※保護者様のご同伴をお願いいたします。
※下記日程でご都合が合わない方はお気軽にご相談ください。体験日程

3/16土 18:00～19:00 ※事前予約が必要です。お早めのご予約をおすすめします。※保護者様のご同伴をお願いいたします。
体験は随時受け付けております。詳しくはお電話ください。

新 中1クラス

新 中2クラス

新 中3クラス

小学生 補習コース

小学生 受験コース

私立中学・
高校生クラス

1講座 12,000円
2講座 24,000円

36,000円

中学 20,000円
高校 25,000円

20,000円

18,000円

22,000円

クラス 期　間 講習代金（税抜）

数・英

数・英

国・数・英

国・算・英・
理・社

国・算・理・社

相談に応じて

教　科

2019年度 春期講習 2019年度 授業概要
中1クラス
中2クラス 3科
中2クラス 5科
中3クラス 3科
中3クラス 5科

火・金
火・金
火・金・土
月・水・土
月・水・木・土

16,000円
18,000円
27,000円
28,000円
38,000円

クラス 曜　日
19:30～21:30(2時間)
19:30～21:50(2時間20分)
19:30～21:50(2時間20分)
19:30～22:00(2時間30分)
19:30～22:00(2時間30分)

時　間 月額授業料(税抜)
数・英・国
数・英・国

数・英・国・理・社
数・英・国

数・英・国・理・社

教　科

中
学
生

補習
コース

受験
コース

小1・小2・小3・小4

小5・小6

小3・小4・小5・小6

クラス 対　象

(A)16:00～17:30
(B)16:30～18:00
(C)17:00～18:30
(A)～(C)より選択

時　間 備考

国・算・理・社・英

国・算・理・社

教　科

小
学
生

以降1講座ごとに
月額6,000円加算
以降1講座ごとに
月額7,000円加算
以降1講座ごとに
月額8,000円加算

週1講座 7,000円
週2講座 13,000円
週1講座 8,000円
週2講座 15,000円
週1講座 12,000円
週2講座 23,000円

月額授業料(税抜)

私立中学補習クラス

高校補習クラス

2時間

2時間20分

クラス 時　間 備　考
中
学・高
校
生

以降1講座ごとに月額11,000円加算

以降1講座ごとに月額14,000円加算

週1講座　10,000円
週2講座　20,000円
週1講座　14,000円
週2講座　28,000円

月額授業料(税抜)

参加無料

参加無料

3/27(水)～4/4(木)

3/27(水)～4/4(木)

3/27(水)～4/4(木)

3/28(木)～4/3(水)

3/28(木)～4/3(水)

3/27(水)～4/4(木)

※3/31(日)除く

※3/31(日)除く

※3/31(日)除く

※3/31(日)除く

※3/31(日)除く

※3/31(日)除く

17:00～19:00

19:30～21:50

19:30～22:00

（A）9:30～11:00
（B）11:10～12:40

9:30～12:30

中学 19:30～21:30
高校 20:10～22:30

時　間

各教科より
選択

教　科

市
場
坂
上

富
士
道
入
口青翔塾あ048-474-2353

■住 志木市本町1-2-8　■受 15:00～22:00
■交 志木駅東口よりバス「富士道入口」下車すぐ  info@seishojuku.jpせいしょうじゅく

せいしょうじゅく

青翔塾 検索

私立
中学

私立
高校

私立

2019年度版　塾案内

3月1日～22日　中学生の勉強の先取りをします！！
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、余裕をもって中学校生活を始めましょう！

新中1
準備講座

● 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　● 受講料：￥15,000
● 授業形態：個別授業

バス通り←志木駅 宗岡→

↑
水
谷
東

防
衛
道
路

柳瀬川→ 新川岸川→

志
木
市
役
所
●

●川口信用金庫

私立中学・高校　合格速報！2月1日現在

※小学生受験コースのみ、
　テキスト代がかかります。

入塾金・教材費・冷暖房費は一切かかりません！
ご負担いただくのは月額の授業料と任意の講習代金のみ！

入塾金・教材費・冷暖房費は一切かかりません！
ご負担いただくのは月額の授業料と任意の講習代金のみ！

校了予定日
青翔塾4

校数

備考

小林

担当営業

城北

件
名

サイズ 4C色数

2019/02/08　12：00
B4縦（257×364）

内容をご確認後、確認印として捺
印をお願いいたします。なお、広
告用の写真をお預かりした場合、
（1）写っている方全員の同意が
必要です。（2）写真利用の権利が
設定されているものは権利者の
許諾が必要です。
同意・許諾を確認後、右記欄に捺
印をお願いいたします。

お客様ご確認印

左記内容でよろしければ
ご捺印下さい。

最終校了（担当営業印）
担当営業確認欄

月　　日　　　：

電話番号
確認時のみ捺印

電話番号確認日時、捺印

1902024S

校　　正


