
20
人抜き
20
人抜き1桁

突入
1桁
突入

1桁
突入
1桁
突入
12 位→9位→8位→8位

1位
位獲
1位
獲得
3 位→3位→1位上位

進出
上位
進出
28 位→17 位→12 位

42
人抜き
42
人抜き

41
人抜き
41
人抜き

1桁
突入
1桁
突入

20 位→16 位→13 位→7位

47
人抜き
47
人抜き
78 位→57 位→31 位

70 位→60 位→28 位

148 位→143 位
→107 位

45 位→42 位→17 位

28
人抜き
28
人抜き 35 位→22 位→18 位

17
人抜き
17
人抜き

135 位→100 位→78 位→78 位

57
人抜き
57
人抜き

60 位→43 位→36 位

24
人抜き
24
人抜き

77 位→58 位→49 位

28
人抜き
28
人抜き

合格理科と数学に強い塾
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『内申点が決定される３学期』今までの復習をする最後のチャンスが冬期講習会です

冬 期情 熱 講 習

会 開体 験 催 !!!

復習させます
できるまで！

（演習強化型の個別指導スタンダードコースの料金）

（演習強化型の個別指導スタンダードコースの料金）

月 4,800円
授業料
週１回

中３生
でも 々

P
情熱個別
パッション

assion

P
情熱個別
パッション

assion

情熱個別パッション

パッション

理科と数学に強い塾

小３生〜中２生は毎月�   　　　　 円4,500
成績アップ生続々登場しています！
学校の授業がわかるようになる！

理系科目 を 本気 で伸ばす 個別専門塾 の 戦略的（総復習）冬期講習会

弱点を克服し、ミドルからハイへ、ハイからTOPへ。

情熱個別

入会特典 早割特典

転塾特典

情熱指導方針

①毎回小テスト × 情熱追試！

②情熱情報提供の勉強会！

③３つのコースから選べます！

④戦略的な復習 ・ 予習タイミング！

⑤『定着』 を最優先した指導方法！

⑥年に３回の面談と学習報告！

毎回定着を確かめるための小テストを実施します。
不合格者は別日に追試を実施し、 定着を図ります。

東セミは情報提供する保護者会を実施しています。
夏休み前にも高校入試分析会を開催します！

お子様の状況に合わせて、 プレミアム ・ プラチナ ・
スタンダードコースの中から選べます！

通常授業時と講習会時で取り組む勉強を変えています。
弱点克服のタイミングが明確なことが一番の売りです！

一度に多くの学習内容を指導するのではなく、 細かい単元に
落とし込み、 １歩１歩定着させる指導方法を採用しています。

東セミグループは、 年に３回の保護者面談を行います。
また、 定期的な学習内容報告も行ってまいります。

これからご入会していただく方への特典です！ 早期にご入会の申し込みをしていただく方への特典です！

転塾をお考えの方は、 『転塾の場合は？』 とお気軽に
ご相談くださいませ！ （テキスト費用を割り引きます）

①入会金無料
15,000 円
②冬期講習会
入門講座無料
③12月通常授業
12 月１ヶ月分

1 月授業料無料OFF
OFFOFF

OFF

11 月30日
までにお申込みいただいた方
はさらに１月の授業料が無料！

何よりも、 どこよりも、

　　成績を上げる！

気
合
満
点
！

闘
魂
注
入
！

８6
人抜き
８6
人抜き
175 位→143 位→89 位

61 位→58 位→28 位

3３
人抜き
3３
人抜き 83 位→52 位→49 位

34
人抜き
34
人抜き 83 位→58 位→40 位

43
人抜き
43
人抜き

成績ゲキ伸び生
続出！！

中３生の83.5% が全県模試で偏差値UP!
勉強方法を変えた成果が出ています！

A 君 5 教科偏差値 15.6UP

B 君 5 教科偏差値 15.5UP

C 君 5 教科偏差値 13.4UP

D 君数学偏差値 46.4→64.1

E 君数学偏差値 42.6→58.5

F 君数学偏差値 44.5→59.3

G 君理科偏差値 33.9→45.8

H 君理科偏差値 4０.８→62.8

J 君理科偏差値 47.0→67.9

東セミは、 初めから勉強ができる生徒ではなく、
苦戦している生徒を伸ばすことに注力します！

図形が苦手な小中生のための

合格理科と数学に強い塾理数に強い　　　　の
小学校１年生から図形のイメージング力を鍛えることが理想です！

M:DIC 191s 小学校１年生から時間をかけて、図形の
イメージング力を育むことための教材・
講座になります。

図形の極み、図形の極み７では、単元をしぼっての学習や、図形を総合的にスパイラル学習を
進めて行きたいなどのさまざまなご要望に対応できます。
このようなお悩み・希望を持っていらっしゃる方は、ぜひ体験会にお越し下さい！

●中学受験生で図形だけ
　なんとかしたい特訓したい！

●中学受験の勉強するための
　図形の基礎力をつけたい！

●中学生で図形に対する
　苦手意識をなくしたい！

中学生になってから、数学が苦手になる大きな要因が図形問題です。特に立体図形は顕著です。
立体図形の展開図や、高校入試に必須となる空間図形をイメージする力は、なかなか定着して
いない生徒が多いです。図形をイメージすることに特化した教材が玉井式図形の極みです。

◆図形の極７無料体験会開催日時◆

◆図形の極７　詳細◆

A 日程 ： 11 月 11 日 （土） 11:00～12:00 ・ 18:00～19:00

B 日程 ： 12 月 9 日   （土） 11:00～12:00 ・ 18:00～19:00

各回６名様限定

授業時間 ： １回５０分　月額費用 ： 5,000 円
進級ごとにテキスト費用が別途かかります。
受講する場合、 学習サポート費が別途かかります。
苦手単元を 1 ヶ月だけ集中特訓ということもできます。

Passion 生で

３連続アップ続出！

柳井・首藤・濱田まで

65 位→58 位→45 位

大分県合同模試　
　→学力診断テストで

個別指導 Passion 生のみです

ま
さ
に
劇
伸
び
！

18 位→12 位→5位→3位



しっかり復習する情熱の冬期講習を
お考えの方は裏面をご覧ください！

冬期講習入門講座無料などの特典は裏面へ

期末テスト必勝
リベンジ講座REVENGE

合格理科と数学に強い塾
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理科と数学に強い塾

やればできる！という実感がお子様を頑張らせます！　しっかり承認します！

『成績あげます！しごきます！』成績を上げるのは塾としての第一歩！しっかりサポートします！

情熱テスト対策
最強の体験会

情熱個別パッション

２学期の期末テストで成功体験をしてもらいます！

まずは定期テストで成果を出すパッションで

１． 週１回だけで
　力がついているのかしら？

１科目週２回
高校入試は５科目勝負！

理数に強い塾です！

勉強方法から指導します

学習は、 スポーツと同じです。 例えばテニスや

英会話を想像してみてください。

週１回よりも週２回では、 上達スピードは倍以上

違います。 個別指導パッションでは、

　　　　　　　　　　　　　　

学習することを前提としています。

スモールステップで、 定着 （演習） まで行います。

知識を入れるだけではありません。

だからこそ、 学習が身につきやすいのです。

２． 今までの弱点をしっかり
　克服してほしいのですが…

中学の途中から学習塾に通う場合は、 おおむね

前学年の内容で取りこぼしている単元があります。

一方で、 学校の授業がわからなければ、 いつまで

たっても成績は上がりません。 パッションでは

　　　　　　　　　　　　

ことを特徴としています。 学校がある間は学校の

先取り学習、 学校が長期休暇 （夏 ・ 冬休み） の間

に弱点単元を克服します。 このように戦略的に

復習を行なっていくのがパッションの特徴です。

３． 英数だけで大丈夫かしら？
　他の科目も受講したいだけど…
個別指導はクラス授業と比べて費用は決して

安くはありません。 だから、 大半のお子様が

英数の２科目のみを受講されます。 しかし、

ですので、 英数以外の科目も受講しやすい

ような価格設定となっております。

４． 理数が本気でとことん
　できないんですが…

５． 勉強時間は長いんですが
　なかなか結果が出ないんです…

理科と数学が本当に苦手です、 平均点なんて
とんでもないです…というご相談は多いです。
でも、 ご安心ください！

小テストにこだわり、 追試もあります。 また、
小学校内容に抜けがある場合は、 講習会時に
そこまでさかのぼって学習し直します！

『勉強方法』 が間違っている典型的なケースです。

指導方針・システムをご理解してから学習を
始めていただきたいので、説明会を実施します！
詳細は資料をご請求くださいませ！

戦略的に復習する

み 解お 悩 決 します！

の トテ 対 策伝 統 ス 5 種 神 器

５つのテスト対策で結果を出します。

リベンジを達成するため
のテスト対策体験会

情熱個別パッション

統括コーチ首藤信二

★18 日（土）13:00～17:00★
数学の第一歩は計算です。この計算できず
して成績アップはあり得ません。まずは
この計算特訓からスタートです！

東セミグループのテスト対策はズバリ！ 『テス対』 と呼んでおります。 テストまで３２時間のテスト勉強に取り組んでもらいます！
通常は、 １ヶ月で約１２時間ですので、 テスト前のやり込み具合がわかると思います。 もちろん無料です。 ぜひ体験してください！

テス対
情熱講座

テス対
情熱講座

テス対
情熱講座

テス対
情熱講座

テス対
情熱講座

計算武闘会！

★日曜日 9:00～18:00★

理科嫌いな生徒向け！

理数に強い塾らしさ炸裂！

関数完全マスター ( カンカンマスター )
で苦手を得意に !! レベルごとに基礎
から入試レベルまでさまざまな問題を
準備。君はどこまでマスターできるか！
　　 こちらも満席になり次第締切です！
 　　過去最高の結果を目指しましょう！

理社マラソン

テスト直前の土日終日
秋は全学年ともにこの関数の単元がとても
大事です。また、苦手になる人が多いのも
この単元。情熱個別 Passion の特別講座、

関完マスター

★18 日（土）17:00～19:00★
テスト範囲の英単語・本文を徹底的に暗記
していきます。最終的にしっかりとかける
ようになるまで徹底指導します！

英語
★11 月 10 日（金）まで実施！★
自学ノートの完成に苦戦している生徒の
ために理想的な自学ノートを完成させる会
です。自学ノートのレベルアップ特訓です！

自学力UP!

マラソン！？いやいや、
理社のトライアスロン！

テスト２週前の土日も
自習室を開放します！

まずはお電話かホームページから
資料をご請求下さいませ！

東セミグループの
教室一覧は右の
QR コードから検索！

偏
差
値
を　　 

以
上

さ
せ
た 　　

名
以
上
！

濱田先生 原先生
算数 ・ 数学 ・ 理科を伸ばしたい
生徒は Welcome です！

erfect lanP Pパーフェクト プラン

理科と社会の用語の暗記を徹底的にします。
参加者にはテスト範囲の暗記表をもれなく
プレゼント !! 暗記方法も大切です！

私が一番こだわっている対策といっても
良いでしょう。理科と社会は科目特性上
『やればできる』ことを実感しやすい
　科目です。まずは理科と社会の暗記
　　特訓で基礎力をつけさせます！

10

UP

10


