
小学部新学期授業4/8木スタート！対象学年、開講コース・日程は校舎によって異なります。

上記日程以外でも受講できます。
詳しくはお問い合わせください。

4/8木～14水
体験授業

各種行事・新学期授業時間割・校舎の様子等、詳しくはホームページへ

金沢育英センター

徹底した基礎学力の定着を目指します！また、中学受験もしっかり指導します。

「日々の積み重ねが
合格へとつながる」
育英模試で自分の位置を知ること
ができて、競争心が芽生えました。
育英の授業は、感染症対策をしっか
りとした教室で映像を用いた授業
だったので、明るい雰囲気で楽しく
通うことができました。そして毎回
の授業はとても集中していました。
入試本番には先生がかけてくれた
言葉に背中を押されて、不安な気持
ちよりうれしい気持ちで入試に臨む
ことができました。応援してくれた
家族や育英の富田先生・中瀬先生・
福田先生に感謝の気持ちを伝えた
いです。

金大附属中・星稜中・片山学園中など
中学入試にしっかりと対応！面接対策も行います。

玉井式国語的算数教室
■指導教科／国語的算数
■時 間 数／60分/回
■開 設 校／金沢本部校

■指導教科／国語的算数
■時 間 数／60分/回
■開 設 校／金沢本部校

■指導教科／算数・国語
■時 間 数／各60分/回
■開 設 校／金沢本部校

新小3生

新小4生

新小1生

玉井式図形の極AAA+
「図形脳」の養成、
i-Padを使った動画解説!!
■時間数／50分/回
■曜日・時間／
　（火）17:20～18:10
　（水）18:30～19:20
　（金）19:00～19:50
　（土）9:20～10:10
　　　13:00～13:50
■開設校／金沢本部校

きわみ

玉井式国語的算数教室
■指導教科／国語的算数
■時 間 数／60分/回
■開 設 校／金沢本部校

新小2生 玉井式国語的算数教室

小学本科コース
■指導教科／算数・国語
■時 間 数／各60分/回
■開 設 校／全校舎

小学本科コース
■指導教科／算数・国語
■時 間 数／各60分/回
■開 設 校／全校舎

中学受験Vkコース

■指導教科／算数・国語・理科・社会
■時 間 数／算数・国語 各90分/回、理科・社会 各60分/回
■開 設 校／金沢本部校新小5生 小学本科コース
■指導教科／算数・国語
■時 間 数／各60分/回
■開 設 校／全校舎

中学受験Vkコース

■指導教科／算数・国語・理科・社会
■時 間 数／算数・国語 各120分/回、理科・社会 各90分/回
■開 設 校／金沢本部校

新小6生
中学受験Vkコース
錦丘中学受験Vnコース

■指導教科／適性検査対策
■時 間 数／文系・理系 各60分/回
■開 設 校／金沢本部校・金沢中央校

小学本科コース
■指導教科／算数・国語・英語
■時 間 数／各60分/回
■開 設 校／全校舎

星稜中学受験Vsrコース
■指導教科／算数・国語・理科・社会
■時 間 数／算理・国社 各60分/回
■開 設 校／東金沢校

小学部 コース内容のご案内

玉井式国語的算数教室
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

小学本科コース
算数と国語は「FLENS」とのハイブリッド授業

中学受験Vkコース
要約・作文指導、面接対策もバッチリ！
錦丘中学受験Vnコース

国語と算数を中心に。面接対策もバッチリ!!
星稜中学受験Vsrコース

『楽しい！→勝ちたい！→がんばる！』の
好循環が、「自ら進んで学習する」
姿勢を育みます！

i-Padとネットワークを
活用して自分にぴったり
の学力のライバルと対戦
し、反復学習のやる気を
高めます。

「FLENS」とは「FLENS」とは
フレンズフレンズ

～新小６英語～
中学英語を熟知した教師が担当する授業！ 
『聞く・話す・読む・書く』の4技能を無理なく学習！

※3/30（火）現在。育英グループ全体の塾生の合格実績（のべ人数）。講習生・模試生は一切含まれておりません。

文章読解を柱にして「イメージ力」「空間把握力」「数的センス」を
身につけていきます。アニメーション映像を活用して、楽しみなが
ら、無理なく学習を進めることができます。

入試突破に必要な教科書を中心とした基礎力養成とともに、中学入
試の類題演習も取り入れ、応用力をつけていきます。
小5・小6の2年間一貫カリキュラムで入試突破のための実力を無理な
く身につけていきます。受験生となる小6では、育英模試も加わり、定
期的なテストで自分の実力が確認できます。

小学校で「学び残し」がないよう、教科書に完全対応した教科指導はも
ちろんのこと、知的好奇心を喚起し、学習意欲を高める授業を行
なっています。

星稜中学校の入試は国語と算数の配点が高いことが特徴で
す。全教科とも基本から記述問題まで幅広く指導します。

適性検査に必要な基礎学力の充実を図るとともに、作文指導・
面接指導も行います。
「記述力」「資料活用能力」「思考力」を総合的に高め、入試突破を目指します。

金沢大学附属中・金沢錦丘中・星稜中計34名合格!!

金大附属・泉丘・二水・小松計47名 小松高校全員合格!!
〔合格率100%〕

昨年比
+36%
昨年比
+36%

※新小３～新小６の学年混合クラスと新小６の単一学年クラスの
２クラスがあります。新小６の方はいずれかをお選びください。

金沢大学附属中学校合格！

中里 奏汰さん
（中央小学校）

「早くからの
努力が大事」
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。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。

金沢大学附属中学校合格！

沼田 あかりさん
（諸江町小学校）

「自分の
ペースで合格」
私は、もともと自主勉強をするのは
苦手でした。ですが、育英センターで
家庭学習の方法を教えていただき、
ポイントを押さえた勉強を効率よく
行うことができました。私は小6の
春期講習から育英センターに通って
いますが、塾の宿題と家庭学習を中
心に勉強したことで育英の錦丘中
対策模試の成績も上がっていきまし
た。このときに育英センターってす
ごいんだなあ、と実感しました。受験
当日までこのやり方で勉強してきて
合格できたのは先生のおかげだと
思います。ありがとうございました。

金沢錦丘中学校合格！

中村 玲央那さん
（辰口中央小学校）

「合格を信じて」
私が金沢錦丘中学校を受験しよう
と思ったきっかけは姉が通っていた
からです。そこで姉も通っていた育
英センターに私も6年生になってか
ら通い始めました。塾の授業で理解
できない問題があるとあきらめそ
うになるときもありましたが、富田
先生が授業以外の日でも質問対応
してくれたり、作文のアドバイスをし
てくださったりしてくれたおかげで、
自信を持てるようになりました。合
格できたのは最後まで支えて下
さった先生や、どんなときも見守っ
てくれた家族のおかげです。

金沢錦丘中学校合格！

長谷川 深優さん
（中央小学校）

「私の中学受験」
私が育英センターに入塾したのは、小
5の春からです。姉が星稜中学校に入
学したのがきっかけで、姉の通ってい
た育英で中学受験生活を始めようと
決めました。先生方はとても分かりや
すく丁寧に教えてくださるので、難しい
問題も徐々に解けるようになりまし
た。2 年近く合格を目指してがんばって
こられたのは、先生方の教えや励まし
があったからです。コロナウイルス感
染症の影響でオンライン授業になった
ときは色々と不安でしたが、いろいろ
な人の支えがあり無事合格することが
できました。ありがとうございました。

星稜中学校合格！

石野 凜音さん
（戸板小学校）

小学生

中学生

高校生

対
象

サイバーエージェントグループが開発した
小学生のためのプログラミング教室

受験料 ： 4,510円　会場 ： 金沢本部校　試験科目 ： 国・算・社・理　

サイバーエージェントグループの開発ノウハ
ウが詰まったプログラミング教室で、カリキュ
ラムは、2013年から延べ3万人が受講したプ
ログラミングスクール「Tech Kids School」
が監修。未経験でも本格的なプログラミング
の基礎が身につきます。

小学校においてプログラミング教育が必修化されます！

〈QUREOプログラミング教室とは？〉

第1回 中学入試育英模試5/16㈰〈対象〉
新小６ 受験料 ：1,650円　会場 ： 金沢本部校

第1回 金附中・錦丘中対策模試7/4㈰〈対象〉
新小6

詳しくは
お問い合わせ
ください。

全校舎で
開講！！

金沢大学附属中学校・・・5
金沢錦丘中学校・・・・・・19
星稜中学校・・・・・・・・・・10

北陸学院中学校・・・・・・・2
片山学園中学校・・・・・117
富山大学附属中学校・・・・79

大
学
入
試

高
校
入
試

中
学
入
試

金沢泉丘高校・・・・14
金沢二水高校・・・・19
金沢桜丘高校・・・・・14
金沢錦丘高校・・・・・・7

金沢西高校・・・・・・・・6
小松高校・・・・・・・・13
小松明峰高校・・・・・・4

金沢大学附属高校・・・・1
石川工業高等専門学校・・・・7

その他多数合格

〈 国 公 立 大 学 〉
東京大学・・・・・・・・・・9
京都大学・・・・・・・・・・3
大阪大学・・・・・・・・・13
一橋大学・・・・・・・・・・2
東京工業大学・・・・・・・2
北海道大学・・・・・・・・・・5
東北大学・・・・・・・・・・10

名古屋大学・・・・・・10
神戸大学・・・・・・・・・4
九州大学・・・・・・・・・3
金沢大学・・・・・・・・79
富山大学・・・・・・・・99

その他多数合格
計438名

〈 私 立 大 学 〉
早稲田大学・・・・・・・・16
慶應義塾大学・・・・・・・19
上智大学・・・・・・・・・・・6
東京理科大学・・・・・・・21
明治大学・・・・・・・・・・34
青山学院大学・・・・・・・・1
立教大学・・・・・・・・・・12

中央大学・・・・・・・・・・33
法政大学・・・・・・・・・・・8
関西大学・・・・・・・・・・40
関西学院大学・・・・・・15
同志社大学・・・・・・・・48
立命館大学・・・・・・・162

その他多数合格
計1,391名

〈 国 公 立 大 学 〉 名古屋大学・・・・・・10 〈 私 立 大 学 〉 中央大学・・・・・・・・・・33

東大理三現役合格!! 国公医30名 金大・富大178名東大理三現役合格!! 国公医30名 金大・富大178名

福井大学附属義務教育学校・・14
福井県立高志中学校・・・・・・6

その他多数合格

新小3 新小4 新小5 新小6

新小3 新小4 新小5 新小6

新小4 新小5 新小6 新小6 新小6

新小1 新小2 新小3

新小3 新小4 新小5 新小6

今後の状況・諸事情により、模擬試験等のイベントが中止または延期になる場合もございます。ご了承下さい。 今後の状況・諸事情により、模擬試験等のイベントが中止または延期になる場合もございます。ご了承下さい。

2021年度 合格実績


