
金沢大学附属中学校・・・5名 金沢錦丘中学校・・・19名 星稜中学校・・・10名
片山学園中学校・・・117名

北陸学院中学校・・・2名
富山大学附属中学校・・・79名 福井大学附属義務教育学校・・・6名 福井県立高志中学校・・・8名 北陸中学校・・・7名

2021年度 合格速報 ※育英センター塾生のみの合格実績です。

WEB申込

英知・徳・自立を育む

金沢育英センター

3/11㈭ 新高1生は
3/19㈮
17:00まで 早期申込WEB割引 春期講習受講料を

1,100円割引!!

ホームページからもお申込みいただけます。

詳しい
日程はWEBで!!

育英の
春期講習

○新小5・新小6チャレンジテスト
○新中1～新中2チャレンジテスト・新中3模試
上記受験者はオープンテストが免除になります。

入塾生／春期講習受講生対象春期講習説明会
育英センター塾生、および春期講習をすでに申込まれた方からの紹介を受けて、春期講習の受講申込みをされた場合、
春期講習受講生もチャンス！

金沢大学附属中学校合格！

沼田 あかりさん（諸江町小学校）
「早くからの努力が大事」

合格体験記 金沢錦丘中学校合格！   合格体験記 星稜中学校合格！   合格体験記 片山学園中学校合格！合格体験記

　私は、小5から中学受験をするために
育英センターに通い始めました。しか
し、受験生としての自覚が芽生えるのが
遅く、休日もなかなか勉強ができません
でした。そんなとき、母が入試日までの
カウントダウンカレンダーをつくってく
れたり、塾では本格的に過去問を解くようになったりするようになり
ました。また、周りが頑張っているのを見て、「このままじゃ合格でき
ない！！」とやっと自覚するようになりました。それからは授業のない
日も塾の自習室で勉強したり、先生に質問したりするようになりまし
た。その努力の結果、合格できました。また、余裕をもって早くから
努力を積み重ねることが大事だということも学びました。支えてくれ
た家族、友達、そして富田先生、中瀬先生、福田先生、ありがとうご
ざいました。中学校でも学んだことをいかしてがんばります。

24:00まで

●受講前に実力チェックをしたい
●弱点を把握して春休みを迎えたい
●まずはテストで育英センターを体験したい

☎076-233-6446

コース内容・各コース開設校舎など詳細は、ホームページ　　　　　　  をご覧いただくか、☎076-233-6446にお電話ください。
オンラインでの受講も受け付けております。ご希望の方はお問い合わせ下さい。（一部コースを除きます）

中学受験を考えている方、いない方、どなたでも受験OK！
新小5・新小６チャレンジテスト

2/28㈰

4/3㈯
春季中学入試説明会「国語的算数教室とは!?」説明会＆体験会

新小1～新小3
の保護者対象

新小１準備講座
日時3/5㈮・3/12㈮
16:00～17:00
〈会場〉金沢本部校

10:00
～11:20

「玉井式国語的算数」の内容を受けてみよう！対象／新小1～新小3 対象／新小5・新小６の児童・保護者

体験

オンライン説明会 参加した方に
「テキスト」プレゼント！

WEBから
申込受付中！

WEBからも
申込受付中！

2/23（火・祝）申込締切

無料

無料 要申込 無料 要申込

無料 要申込新小2…3/3 16:10～17:10
新小3…3/4 16:20～17:20

水

3/6  11:00～11:40土

木

お申込み確認後にID・パスワードをお伝えします。Zoomをインストールして下さい。お申込み確認後にID・パスワードをお伝えします。Zoomをインストールして下さい。

金大附属中、錦丘中、星稜中、片山学園中な
どの入試状況や問題の徹底分析！
オンライン

4名限
定

4名限
定

特別対策授業実施！
〈会場〉金沢本部校

算数
無料 要申込

新小6…2/26㈮ 18:40～20:10
新小5…2/24㈬ 18:30～19:30
    または 2/27㈯ 10:30～11:30

徹底した基礎学力の定着を目指す！中学受験もしっかり指導します。

算数も長文も具体化して考えられる力をつける英才教育プログラム
玉井式国語的算数教室

新小3生
新小6生

基礎学力をしっかりと身に付け「解らない」をなくす授業で学力を伸ばす！
新小6 単一学年コース／新小3～新小5 学年混合コース 

～

新小1生
新小3生

～

春から始めれば断然有利！「金大附属中学校」「県内私立中学校」「片山学園中学校」合格まで徹底指導します。
中学受験Vkコース

「錦丘中学校」・「星稜中学校」受験を目指す君へ！合格まで徹底サポート！
中学受験Vn（錦丘中受験）コース／中学受験Vsr（星稜中受験）コース
算数・国語・理科・社会

指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

180分×6日間 31,350円 金沢本部校

中学受験へ向けての土台づくりと応用問題演習を行います。
中学受験Vkコース

算数・国語
指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

80分×6日間 12,650円 金沢本部校

（錦丘中受験）文系・理系 80分×6日間 13,200円 金沢本部校・金沢中央校
（星稜中受験）算数・国語 80分×6日間 13,200円 東金沢校

指導教科 授業時間

80分×6日間
授業時間

費用（税込） 開設校

算数・国語 12,650円 全校舎
指導教科 費用（税込） 開設校

算数・国語 60分×4日間 11,000円 金沢本部校
指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

新小6生

新小4生
新小5生

※玉井式国語的算数教室指導料7,700円を含みます。わからないこ
とは

気軽にどん
どん

先生に質問

してください
！

全校舎
自習室完備！

春期講習を申し込んだその日から自習室・
自習スペースがご利用いただけます。
授業がない日でも自習OK！
※社会情勢により利用制限する場合があります。ご了承ください。

金沢本部校

開敷 ちとせさん（富樫小学校）

「支えてくれた人たちのおかげ」

　金沢育英センターでは錦丘中学
校受験用の対策模試があり、私は、
7月の第1回模試ではＤ判定でし
た。このままでは合格できないと思
い、その後の勉強をさらにがんばり
ました。すると10月の第2回模試で
は一気にＢ判定になり、とてもうれしかったです。しかし、そ
の後の過去問演習では納得がいく点数がとれず、受験寸前ま
で不安でした。ですが、間違った問題を丁寧に見直し、苦手な
ところを一つ一つ理解していくなど、最後まで頑張り続けた
結果、錦丘中学校に合格することができました。
　私が合格できたのは、両親と育英の先生のおかげです。本
当にありがとうございました。今5年生のみなさんも、合格で
きるようにがんばってください。

金沢中央校

河村 治誉さん（小坂小学校）

「最後の追い上げ」

　僕は中学受験を経験して、
「慢心はいけない」と心底実
感しました。「あまり勉強しな
くても合格できるのではない
か」とはじめの頃は軽い気持
ちでいましたが、模試で点数
が取れずあせりました。「このままでは合格できな
い」とあせり、「もっとがんばっておけば良かった」
と後悔しました。しかし、富田先生は「まだあきら
めてはダメだよ」とアドバイスしてくれ、僕の質問
にもたくさん答えてくれました。そのおかげでやる
気がでてきて冬休みに最後の追い上げがしっかり
とでき、無事合格できました。本当にありがとうご
ざいました。

東金沢校

鈴木 理咲子さん（田上小学校）

「育英センターありがとう！」

 私は、5年生の春から育英セン
ターに通い始めました。始めの
頃は受験をするという自覚もな
く勉強に対して一生懸命ではあ
りませんでした。しかし、小6の
夏の模試でＣ判定をとってしま
い、「このままでは合格できないかも」と思い、それか
ら必死に勉強しました。塾の先生や父からいろいろ教
えてもらい、その後の模試では着実に点数を伸ばすこ
とができ、社会では偏差値60を超えて成績優秀者にな
ることもできました。国語や算数は中瀬先生や富田先
生の分かりやすい解説により、知識や理解が高まり自
信をもって試験にのぞむことができました。私を今まで
支えてくださった先生方、父母に感謝しています。

金沢本部校

〈時間〉9：30～12：00 
〈会場〉金沢本部校 
〈試験科目〉／国・算
〈内容〉基本から応用まで受験
レベルの問題も出題！

小学部 2021 Spring course



国立・公立高校については
判明しだい随時掲載いたします。

星稜高校 Aコース・・・41名 Bコース・・・40名
金沢高校 Sコース・・・10名 特進コース・・・8名

　　 コース・・・5名北陸学院高校

小松大谷高校 特進コース・・・6名

第一志望校合格へ！この春からの1年で君の実力を大きく飛躍させよう！

中学準備コース
新中1生 英語・数学を先取りしてスタートダッシュを狙おう！

レベルアップコース
新中2生 きめ細かい指導で志望校合格へ。実力「グングンUP」間違いなし！

高校入試突破コース

新中3生 第一志望絶対合格を目指す！苦手教科を克服し万全の態勢づくり！

詳しい
日程は
WEBで!!

英語・数学・国語・理科・社会 180分×6日間 33,000円 全校舎
指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

英語・数学・国語 120分×6日間 18,150円 全校舎
指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

英語・数学・国語 120分×5日間 15,400円 全校舎
指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

2021年度 私立高校合格速報

金大附属高校新高1先取り授業

毎週火曜日
（2/23、3/2、3/9、3/16）18:10～19:40
毎週木曜日
（2/18、2/25、3/4、3/11、3/18）18:10～19:40

英語

数学

“志望校合格”を目指すなら、育英模試で決まり！ 

※新中2は3/14日金沢本部校でも受験できます

WEBから申込受付中！“志望校合格”を目指すなら、育英模試で決まり！ 

新中3受験スタート模試 ●受験科目 3/14 日
英・数・国・理・社

●受験時間 9:40～16:20
●受験会場 金沢本部校・東金沢校・小松校

3/13 土新中1チャレンジテスト
●受験科目
●受験時間 12:45～15:05
●受験会場 全校舎

国・算

3/13 土新中2チャレンジテスト ●受験科目 英・数・国
●受験時間 12:45～16:40
●受験会場 全校舎全学年

無料！

3/8月
申込締切

2/11（木）判明分 ※育英センター塾生のみの合格実績です。

金沢泉丘高校
2020年度 合格実績の一例

1教科＝1回あたり90分×4回以上
英語・数学（算数）・国語・
理科・社会

指導時間新小学3年生～新高校3年生対　　象

指導教科

１：１型校舎受講コースコース

英語・数学・国語・
理科・社会

新高校1年生～新高校3年生対　　象

指導教科

在宅受講コースコース

理科（基礎科目を含む4科目）・社会（地理歴史・公民
を含む6科目）がそれぞれ1教科料金となり大変お得
に受講できます。24時間いつでも授業を受けること
ができる映像授業で高得点を目指してください。

部活動との両立や学校
課題で忙しい、通塾が
大変など、時間がなか
なか作れない生徒に
ピッタリ。

お問い合わせ先

☎076-233-6448
育英  ベリタス

高校生の学習内容をどんどん先取り！
ライバルに一歩も二歩も差をつけ、高校生として
好スタートを切る絶好のチャンス!!

金沢泉丘高校

金沢二水高校

金沢西高校

小松明峰高校

100％

90.5％

100％

100％

83.9％

83.3％

74.9％

89.9％

合格率
100%
受験者
全員合格

育英センター
塾生の合格率

受験生全体の
合格率

（合格者数÷受験者数）

特別
進学

大学入試改革により、高校・中学入試や中学校・小学校の学習内容も大きく変化します。入試改革への対応は育英センターにお任せください！

金沢本部校 金沢中央校 県庁前校 東金沢校 小松校 津幡校
河北郡津幡町北中条2-3
Tel.076-254-0410

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・
金沢市本町2-1-25
Tel.076-233-6446

金沢市弥生3-1-8
Tel.076-280-4211

金沢市藤江北1-301
Tel.076-266-8880

小松市土居原町178
Tel.0761-23-0233

・・・・・・・・・・・・・・・・・
金沢市三池町197-59
Tel.076-254-6850

2021 Spring course中学部
全国の高校生がライバル。誰にも負けない学力をつけよう！

新高1生 高校授業はハイレベル！しっかりと理解するためにも高校授業を先取り！
最初が肝心高校準備コース

ご希望の方は
金沢本部校で体験できます

イングリッシュ・スピーキング・トレーニング
新高1～新高３

3/21 18:30～21:00（予定） 

新高1～新高3 特待生選抜試験志を高く持つ諸君
ぜひ挑戦しよう！

□試験科目／英語・数学
□試験校舎／金沢本部校・小松校

【特待生A】「毎月の月謝」を免除
【特待生B】「月額1万円」の奨学金支給

育英センターでは、成績優秀かつ向学
心をもった生徒を応援する特待生制
度を設けています。
特待生には「A」「B」の2種類があり、
通塾する場合に右記の資格が与えら
れます。（2科目以上受講の場合）

の奨学金支給

国公立大・私立大まで、レベル別・志望校別編成で現役合格をしっかりとサポート！

今まで学習した内容を復習し、万全の体制で新学年始動!!

夢を叶える志望校突破コース

真の学力養成コース
新高2生

新高3生 英語・数学 1教科 90分×6日間
1教科 16,500円
2教科 25,300円

金沢本部校・金沢中央校
東金沢校・小松校

物理・化学 1科目 90分×3日間
1科目 10,450円
2科目 17,050円 金沢本部校

指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

英語・数学 1教科 90分×6日間
1教科 16,500円
2教科 25,300円

金沢本部校・金沢中央校
東金沢校・小松校

指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

指導科目 授業時間 費用（税込） 開設校

英語・数学 2教科 120分×6日間 2教科 20,350円 全校舎
指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

（日）

新高2【高校生サポートコース】

新規受講生
受付開始!!

高校部 2021 Spring course

無料
高校の課題や自分の選んだ問題集などで演習を行いながら、分からないと
ころをすぐに質問して解決するためのコースです。

❶自分のペースでじっくり勉強がしたい人
❷宿題や課題に時間がかかる人
❸問題演習量を増やしたい人

●受講時間：100分×3日
●費用（税込）：10,450円
●開設校：金沢中央校・東金沢校

サポートコースはこんな人に合うコース!!
受講日以外も自習室・自習スペースを使用できます。

ベネッセの「English Speaking Training」は、オン
ラインの英語スピーキング対策講座です。学習指導
要領に沿ったカリキュラムで英会話力・プレゼンテー
ション力向上はもちろん、「英検」 「GTEC」など英語
4技能検定のスピーキングテストにも対応します。
English Speaking Trainingは、（株）ベネッセコーポレーションが提
供するサービスです。
聞く・話す・読む・書く 大学入学共通テストでの英語
リスニング配点の変化への対策も

（ESTは育英センターに在籍していることが受講条件になります。）

わからないこ
とは

気軽にどん
どん

先生に質問

してください
！

全校舎
自習室完備！

春期講習を申し込んだその日から自習室・
自習スペースがご利用いただけます。
授業がない日でも自習OK！
※社会情勢により利用制限する場合があります。ご了承ください。

育英の春期講習は全コース・全クラス定員制
定員に達し次第受付を終了させていただきます。社会情勢により対面授業を行えない
場合は、オンライン授業に変更し、同内容の授業を行います。（一部コースを除きます）

※対象学年・指導教科は校舎によって異なり
ます。詳しくはお問い合わせ下さい。

※費用はいずれも教材費・消費税を含みます。
※お申込み後のキャンセル変更はできませ
ん。予めご了承ください。


