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ごあいさつ 

 

進学センター英進舎は、大学受験予備校、小・中・高錬成塾とし

て、教務力の充実を目指して着実にレベルアップを図ってまいりま

した。そして今年設立３６周年を迎えることができました。これも

ひとえに皆様方の御支援のお陰であるとスタッフ一同、心より感謝

いたしております。 

少子化で大学入学、高校入学の門は広くなりましたが、難関と称

される学校は高校、大学を問わず易化の傾向が見られません。高等

部・予備校部は皆様のご要望に応えるためにも第一志望合格を目指

してきめの細かい親身な指導を展開し、また小・中学部は将来の大

学入試に対応できる基礎学力の充実を期するためにも、重要項目の

徹底指導を目指す決意です。 

今後ともより一層のご支援をお願いいたします。 

 

進学センター英進舎 代表 千田裕三 
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英進舎のここがポイント 

 

バラエティに富んだ受講パターン 

英進舎では、以下の３パターンのレッスンをご提供しています。生徒さん一人ひとりのニーズに合わせてレ

ッスンを選択していただけます。 

 

開講講座：小５・小６算国クラス、大学受験科 

グループレッスンは、徳島中学の生徒さんを対象とし、学校のスケジュールに合わせて授業を行います。

１０名程度の少人数で運営される講義形式のレッスンで、クラスはアットホームな雰囲気ですが、授業中

は緊張感をもって学習でき、メリハリが利いた中でクラスの仲間同士が切磋琢磨できます。 
 

開講講座：中１～高卒の英語・数学・国語・物理・化学 

レッスンは、各クラス３名までの超少人数制で、従来の講義形式のレッスン形態ではなく、生徒さんそ

れぞれのレベル・進度に合わせ、実力の養成を目指すクラスです。 
 

対象：小学３年～高卒、各教科に対応。 

完全個室でマン・ツー・マンの責任指導。生徒さんの実力に応じたレベルからスタートし、着実に学力

ＵＰを図ります。また、グループレッスン・セミプライベートレッスンとの併用で苦手科目克服、得意科

目強化に絶大な効果を発揮します。特に難関校受験対策に最適です。 

 
 

それぞれの目的に合ったレッスン設定 

 受験生の皆さんには受験に対する準備態勢を作るために、受験を来年度、再来年度に控えている皆さんには

１年後、２年後の足固めとして英進舎は必要なレッスンを皆さんに提供いたします。 

 

厳選されたテキスト 

 各講座、レベル別・目的別に厳選されたテキストを使用。基本レベルから実戦問題に至るまで、生徒さんひ

とりひとりに今必要な内容のテキストを使い講習を進めていきます。 

 

受講したい教科を自由に選択 

 中学・高等部は単科ゼミを基本としており、教科ごとに講座は完結していますので、受講したい講座を自由

に選択でき、集中して学習できます。弱点克服・得意科目強化に最適です。 

※講習予定の詳細は各講座のご案内にてご確認ください。 
 

親身な指導 

 勉強する場所は教室だけとは限りません。授業が終わった後でも、疑問点があればどんどん先生方に質問を

ぶつけて下さい。熱心な生徒さんには熱意を持って応える。これが英進舎講師陣の誇りであり、基本姿勢でも

あります。気軽に質問してみて下さい。きっと先生方は気さくにみなさんの疑問を解決してくれるでしょう。 
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自習室 

 授業が終わった後でも、みなさんの勉強する姿勢がある限り英進舎はできる限りのサポートをします。自習

室は朝早くから夜遅くまで開放しておりますので、みなさんが心ゆくまで自習ができます。また、自宅で勉強

に集中できないという人にも自習室の使用は学習効率を上げるのには最適です。周りのみんなも勉強している

ため、否応なしに「やる気」が高まります。 

※自習室開放時間：平日 8:00～22:30、日祝・お盆期間[8/10～8/16] 8:00～20:00 

 

夏期講習・グループレッスンのご案内  

小学クラス時間割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小５クラス 

算数・国語とも１学期の総復習と２学期の予習、適量の宿題を出して指導をするとともに、少

人数制を活かして一人ひとりの理解を進めます。 

 

小６クラス 

附属中・文理中もしくは城ノ内中受験を念頭に、一人ひとりの志望校対策をし、算数は図形・

グラフ・基礎計算を、国語は読解・作文を個別に指導します。１０名以内の少人数で徹底して

チェックします。 

7/26 7/27 7/28 8/2 8/3 8/4
火 水 木 火 水 木

8/9 8/10 8/22 8/23
火 水 月 火

7/26 7/27 7/28 8/2 8/3 8/4
火 水 木 火 水 木

8/9 8/10 8/11 8/22 8/23 8/24
火 水 木 月 火 水

小５クラス【算数・国語】

小６クラス【算数・国語】

受講料　\16,000【税込：\17,600】（算数・国語セットのみとなりますので、1教科のみの受付はしておりません。）

受講料　\20,000【税込：\22,000】（算数・国語セットのみとなりますので、1教科のみの受付はしておりません。）

算数
11:00

国語 国語 国語 国語 国語 国語
12:00

10:00
算数 算数 算数 算数 算数

算数 算数
11:00

国語 国語 国語 国語 国語 国語
12:00

10:00
算数 算数 算数 算数

12:00

10:00
国語 国語 国語 国語

11:00
算数 算数 算数 算数

国語
11:00

算数 算数 算数 算数 算数 算数
12:00

10:00
国語 国語 国語 国語 国語
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20２２大学受験科夏期講習スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

大学受験科（高３・高卒対象）講座(グループレッスン) 

 高３生は、英進舎予備校本科で開講する『大学受験科講座（グループレッスン）』を受講するこ

とができます。英語・数学のみならず、国語（現・古・漢）・物理・化学など自学自習ではなかな

か定着しない科目についての短期集中講座を予定しております。大学入試に現役・浪人は関係あり

ません。この夏にがんばった人が来春の栄冠を手に入れるのです。 
 

充実の講座ラインアップ 
 共通テスト対策中心に４教科全１５講座を開講します。各講座は独立した内容であり、１講座からでも受講

できる自由選択制ですので、「総合的な学力アップを図りたい」「苦手科目や弱点分野を重点的に補強したい」

といった、さまざまなニーズに確実にお応えします。もちろん、「英進舎ってどんなところ？」「どんな講義が

行われているのか、ちょっとのぞいてみたい」という方も大歓迎！真剣で前向きなあなたにもきっと満足して

もらえます。 
 
強力な担当講師陣 
 各講座を担当するのは、県内屈指の実力派講師陣です。予備校本科生を相手に真剣勝負の講義を積み重ねる

中で培われた抜群の教務力は、目の肥えた受験生をも圧倒すること間違いなし。数年前まで実施していた「徳

島大学２次試験解答インターネット速報」においても、その実力は余すところなく発揮されています。 
 
納得の料金設定 
 大学受験科コースでも１講座では、¥10,000【税込¥11,000】ですが、『講座取り放題コース』など、まとめ

て受講すれば大幅な割引き（¥50,000【税込¥55,000】でご提供講座を何講座でも受講できます）が適用されま

す。ぜひこの機会に英進舎が誇る「本物」の講義を思う存分体験してください。 
 
 

講座取り放題コース受講例 国立理系の生徒さんの場合 

英語：英文法・英語総合・英語長文・リスニング、数学：数ⅠＡ・数ⅡＢ・数ⅠＡⅡＢ・数Ⅲ 

国語：現代文・古文①・古文②・漢文、理科：ＳＰ物理・化学 

 

以上、計１4 講座受講で「講座取り放題コース」なら、料金総額は 50,000 円【税込 55,000 円】

で済みますので… 

なんと、１講座当たり約 3,570円[税込約 3,930円]と大変にお得になります。 
 

第１ターム 第２ターム 第３ターム 第４ターム 第５ターム

7/25～7/29 8/1～8/5 8/8～8/12 8/15～8/19 8/22～8/26

SP化基・生基* 現代文 英文法 英語総合 英語長文

数学ⅠＡ 数学ⅡＢ 漢文 化学 SP物理・物基*

古文① リスニング 数学ⅠＡ・ⅡＢ* 古文② 数学Ⅲ

*SP：セミプライベートレッスン（個別ブースでの受講となります）
*『数学ⅠＡ』『数学ⅡＢ』では共通テスト対策、
『数学ⅠＡⅡＢ』では２次試験対策を行います。

受講料：1講座につき\10,000【税込\11,000】
講座取り放題コース\50,000【税込\55,000】
※5講座以上お申込みの場合、講座取り放題コースが自動的に適用されます。

ターム

時間/日程

11:00～11:50

13:00～13:50

14:00～14:50
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セミプライベートレッスンのご案内 
セミプライベートレッスンは、各クラス３名までの超少人数制で、従来の講義形式のレッスン形態ではな

く、生徒さんそれぞれのレベル・進度に合わせ、実力の養成を目指すクラスです。 
 

セミプライベートレッスンの特長 
 

一人ひとりに完全対応 

⇒複数の生徒さんが受講しますが、従来の講義形式のレッスンではありません。生徒さん一人ひとりの現在の実力に応

じてテキストを用意し、それぞれの課題に取り組む形式となっております。そのため、入塾時および年度替りには、到達

度確認テストを実施し、その時点での実力の確認をいたします。 
 

問題解決能力の養成 

⇒担当講師は生徒さんの様子を常に見守り、必要に応じてアドバイスをします。最終的には問題解決能力（自分自身

の手で課題を克服する力）の養成を目的としております。 
 

実力の定着 

⇒適質・適量の宿題を課すことにより、実力の定着を図ります。 
 

担当講師はベテラン揃い 

⇒各クラス、学生アルバイトではなく、すべて経験豊富なプロの講師が担当します。 
 

個別空間での学習 

⇒1 クラス 3 名までのレッスンで、座席もコンパートメントになっております。周りで他の生徒さんが学習している空気を

感じながら、自分一人だけの空間で集中して課題に取り組める環境をご提供いたします。 
 

本科セミプライベートレッスン 

 中１～高卒    英語・数学・国語・物理・化学 

 月～土の 17：30～18：50、19：00～20：20、20：30～21：50（1コマ 80分授業） 
※最低の受講単位は週1コマ（80分受講）×4週（1ヶ月）の計4コマ/月となります。各講座は曜日・時間帯により決定

されます。（例えば、「水曜日 20：30～21：50の数学」の講座など） 

お申し込みの際は、受講希望の科目：曜日・時間帯をご相談ください。（曜日・時間帯によっては定員一杯となっている

講座もありますので、その場合は日程の調整等のご相談をさせていただきます。） 
 

★セミプライベートレッスン授業料 

※月途中からの参加の場合、日割り計算（1コマ当たり基本料金×受講コマ数）にて受講料のご請求をさせていただきます。 

夏期キャンペーンとして、7・8月度のレッスンに新規お申込みをされますと、入学金無料・7・8月の諸経費

（教材費・プリント代として充当。月々¥1,500【税込¥1,650】を徴収）が免除になる特典があります。 

 

 

 

受講単位 

（１コマ 80分） 

中学部 高校部 

１ヶ月授業料【税込】 １コマ当たり【税込】 １ヶ月授業料【税込】 １コマ当たり【税込】 

４コマ/月 ¥13,000 【¥14,300】 
¥3,250 【¥3,575】 

¥15,800 【¥17,380】 
¥3,950 【¥4,345】 

８コマ/月 ¥26,000 【¥28,600】 ¥31,600 【¥34,760】 

１２コマ/月 ¥37,800 【¥41,580】 
¥3,150 【¥3,465】 

¥46,200 【¥50,820】 
¥3,850 【¥4,235】 

１６コマ/月 ¥50,400 【¥55,440】 ¥61,600 【¥67,760】 
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7月度・8月度本科セミプライベートレッスン開講日程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏期特別セミプライベートレッスン 

苦手単元克服を目的として「セミプライベートレッスン」を集中して受講できる「夏期特別セミプ

ライベートレッスンコース」を開講いたします。学習したい教科（苦手教科・単元）・受講したい

期間・時間帯を生徒さんが選択できるシステムです。 
 
開講予定は下記の通りとなっております。受講希望の際は英進舎事務所までお申し付けください。 
 

★開講期間（4日間） 
 

★開講時間（80分授業）  

 第 1ターム：7/2５（月）～7/2８（木） ①1６：00～1７：20   

 第2ターム：8/１（月）～8/４(木） ②1７：３0～1８：５0   

 第3ターム：8/８（月)～8/1１（木) ★受講料：1講座（80分×4日）   

 第4ターム：8/1５（月)～8/1８（木） 高校部\15,800【税込￥17,380】、小中学部\13,000【税込￥14,300】 

 第5ターム：8/2２（月）～8/2５（木) ※当レッスンでも７・8月度諸経費免除の特典が適用されます。 

★開講科目  【高校部】英・数・国・物・化、【中学部】英・数・国・理・社、【小学部】算・国・理・社 
 

※お申込みの際は開講期間・開講時間・受講希望科目（例：「第 1 ターム」の「16:00」から「数学」を受講希望など）をお申し出く

ださい。なお、定員が３名ですので、ご希望の講座が満員の場合、開講期間・時間帯の調整のご相談をする場合もあります。予めご

了承の程よろしくお願いいたします。 

※受講前には塾長が面談し、苦手教科・単元の聞き取りを行い、聞き取り結果の情報を担当講師と共有し、ご自身にあった指導方法

を検討します。 

※本科セミプライベートレッスンにて事前に体験レッスンを受けることができます。お申込みは英進舎事務局まで。 

月 火 水 木 金 土 日
7/1 7/2 7/3

7月レッスン① 7月レッスン①

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10
7月レッスン① 7月レッスン① 7月レッスン① 7月レッスン① 7月レッスン② 7月レッスン②

7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17
7月レッスン② 7月レッスン② 7月レッスン② 7月レッスン② 7月レッスン③ 7月レッスン③

7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24
7月レッスン③ 7月レッスン③ 7月レッスン③ 7月レッスン③ 7月レッスン④ 7月レッスン④

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
7月レッスン④ 7月レッスン④ 7月レッスン④ 7月レッスン④ 8月レッスン① 8月レッスン①

月 火 水 木 金 土 日
7/29 7/30 7/31

8月レッスン① 8月レッスン①

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7
8月レッスン① 8月レッスン① 8月レッスン① 8月レッスン① 8月レッスン② 8月レッスン②

8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14
8月レッスン② 8月レッスン② お盆休講 山の日 お盆休講 お盆休講

8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21
お盆休講 お盆休講 8月レッスン② 8月レッスン② 8月レッスン③ 8月レッスン③

8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28
8月レッスン③ 8月レッスン③ 8月レッスン③ 8月レッスン③ 8月レッスン④ 8月レッスン④

8/29 8/30 8/31 9/1
8月レッスン④ 8月レッスン④ 8月レッスン④ 8月レッスン④

7月度（各曜日4コマ）

※8月中旬にお盆休講を予定しておりますので、7/18は海の日の祝日ですが、通常通りレッスンを実施いたします。また7/29・7/30は7月5週目の金・土曜日とな
りますが、予備日とせず、8月扱いとして通常通りレッスンを実施いたします。

8月度（各曜日4コマ）

※8/10～16はお盆休講（8/11の山の日、8/14の日曜日を含む）とさせていただきます。お盆期間中を休講としましたので、月4コマを確保するため、7/29・30およ
び9/1のレッスンは9月度扱いとさせていただきます。
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プライベートレッスンのご案内 
対象：小学４年～高卒、各教科に対応。 

完全個室でマン・ツー・マンの責任指導。生徒さんの実力に応じたレベルからスタートし、着実

に学力ＵＰを図ります。また、グループレッスンとの併用で苦手科目克服、得意科目強化に絶大な

効果を発揮します。特に難関校受験対策に最適です。 

★8月末までにプライベートレッスンを新規に受講される方につきましては、入学金無料、7・8月分

の諸経費（教材費・プリント代として充当。月々¥1,500【税込¥1,650】）が免除になる特典があります。 

 

《プライベートレッスンコースの特長》 

教科を絞って受講できます 

苦手分野の克服や得意科目の充実など、目的の教科を絞って重点的に学習ができるので、結果として受

験科目全体の底上げができます。 

ひとりひとりに完全対応 

生徒さんひとりひとりの実力に応じて最も効果的な学習ができます。特に苦手科目は分かるまでとことん勉

強できます。 

短期間で効率的に実力アップ 

間違えたところ、わからないところをわかるまで徹底的に反復学習できますので、短期間で弱点を確実に克

服できます。 

都合にあわせて受講日時を選べます 

受講日時は担当講師と相談の上、ご希望の曜日・時間帯にて受講していただけますので時間を有効に利

用していただけます。 

当校優秀講師陣による直接指導 

レッスンは当校専任講師陣が担当。責任を持って指導致しますので安心して受講していただけます。 

コミュニケーション 

担当講師がマン・ツー・マンで指導しますので、必要な内容の学習がいつでもできます。また勉強や進路

について悩みがあるときにはいつでも相談できる心強いパートナーとなります。 

ご予算に応じて勉強のプランが立てられます 

月４時間のレッスンから下記のとおり自由にプランを選ぶことが可能です。まずは当校事務局にご相談下さ

い。〔塾長が直接面談し、ご相談に応じます。お電話でのご予約をお願い致します。〕  

 
プライベートレッスン授業料 

受講単位 
小・中学部 高校以上 

受講料【税込】 １時間当たり【税込】 夏期受講料【税込】 １時間当たり【税込】 

４時間コース ¥16,000 【¥17,600】 

¥4,000 【¥4,400】 

¥18,000 【¥19,800】 

¥4,500 【¥4,950】 ６時間コース ¥24,000 【¥26,400】 ¥27,000 【¥29,700】 

８時間コース ¥32,000 【¥35,200】 ¥36,000 【¥39,600】 

 ※８時間を超えるコースをご希望の場合は、ご相談願います。 
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講習会受講規定 
 

進学センター英進舎では、講習会受講に際して、以下の規定を設けております。規定をご理解・ご納得の上、お申し

込みをお願いいたします。 

 

★入学金について★ 
講習会受講につきましては、入学金無料となっております。さらに、講習会受講後、継続して本科授業を受講して頂

きますと入学金（小中学部通常料金：¥10,000【税込¥11,000】、高校部通常料金：¥15,000【税込¥16,500】）が免除

される特典もございます。講習会受講と同時に個人レッスンコースをお申し込みいただいても個人レッスンコースにか

かる入学金は免除させていただきます。 

 

★受講申込手続きについて★ 
当校所定の申込書に必要事項（申込書に記載）をご記入いただき、英進舎までご提出願います。申込書ご提出の際

に、窓口にて受講料をお支払いいただきましたら手続完了です。（後日お振込みにてお支払いをご希望の場合、請

求書を作成いたします。講習会前日までに当塾指定の金融機関にお振込願います。ご入金確認ができましたら、手続

完了です。） 

 

★グループレッスンおよびセミプライベートレッスンについての注意点★ 
遅刻あるいは欠席する際には、ご連絡をお願いいたします。複数名でクラス運営している構成上、自己都合により欠席

された場合の補講はありません。（お休みをされたレッスンについては担当講師より課題を示して自己学習して頂き、そ

の分を添削するなどのフォローをさせていただきます。） 

授業中は、担当講師の指示に従い、学力向上に努めてください。 

クラス内で他の生徒の迷惑になる行為は絶対にしないで下さい。そのような行為があった場合、退塾していただくことも

あります。 

 

★プライベートレッスンについての注意点★ 
プライベートレッスンには、講習会規定の他に次のような注意点がありますので、ご確認をお願いいたします。 

 

レッスン開始前 

レッスンを希望される曜日、時間帯をお伝え頂き、担当講師とのスケジュール相談の上、実施日時を決定いたします。

（スケジュールの変更がある場合は担当講師にご相談ください。） 

 

レッスン時間および回数 

1回のレッスンの最低時間は 60分です。（レッスン時間のパターンとしては 1回 60分、90分、120分がございます。

30分や 45分のレッスンはございませんのでご了承願います。） 

 

レッスンのキャンセルについて 

個人的な都合で、授業日の前日までに欠席のご連絡をいただいた場合、同じ月内であれば、講師の都合がつく限り振

替授業に応じます。しかしながら、頻繁の時間変更については、全てのご要望に沿えない場合もありますので、最初に

決めた受講曜日・時間に無理がある場合には、講師と相談の上、改めて日程の調整をお願いいたします。 

当日の欠席（いわゆるドタキャン）については、いかなる理由の場合でも、振替授業は行ないませんので、予めご了承

願います。 

 

受講期間について 

当コースは８月末までの特別レッスンですので、レッスンを振替した場合でも、期間内に完了するようお願いいたします。

２学期への繰越しおよび未消化分の返金はできかねますので、予めご了承願います。 
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講習会申込書に必要事項をご記入の上、講座開講日の５日前までにご提出願います。

その際、受講料の納入もお願いいたします。（お住まいが遠方の場合、講習会初日の

窓口受付も承っております。） 

助任本校事務局までお電話にてご連絡下さい。（ご予約いただくかたちになります。） 

講習会申込書の記入・提出は、原則として、英進舎事務所窓口にて行ないますが、講

習会申込書の郵送をご希望の場合は、その旨お伝えください。 

申込書提出時に、受講料の納入ができない場合、後日当塾指定の金融機関へのお振

込みも受け付けております。（その際は、誠に恐れ入りますが、振込手数料について

は、ご利用者負担でお願いいたします。） 

お申し込み方法 

 

 

 

 

 

                            ↓ 

 

 

 

 

                            ↓ 

 

 

 

 

 

※講習会（グループレッスン）のテキストは講座開始時にお渡しいたします。セミプライベート・プライ

ベートレッスンについては、ご本人様の学習状況を確認しながら、その時々に合った教材をご用意

します。また、学校で課題になっている教材の持ち込みも大丈夫です。 

※受講料請求明細には受講料（テキスト代込み）・消費税を合算した額を記載しております。予めご

了承下さい。 
 

夏期特別グループレッスン・セミプライベートレッスンまたはプライベートレッスンを受講さ

れた方が９月からの本科授業を引き続き受講されると次のような特典があります。 

 

入学金（小中学部：¥10,000【税込¥11,000】、高校部：¥15,000【税込¥16,500】）が免除となります。 

 
 

     ○お問い合わせはこちら 
              

０８８－６２５－３４３５ 

英進舎事務局までお願いします。 
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