
中学部 高校部

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。

入塾前に気軽に体験！
各教科１回ずつ受講できます。 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 ～14木 水体験授業
小学生

中学生

高校生

対
象

授業がない日でも自習OK！
自習スペースで勉強する友だちの姿は
自分を奮い立たせてくれますよ。

お子さまは通学時に校舎入り口で自分の「塾生専用IDカード」を
かざすだけで、入退室の記録が完了します。お子さまの入退室状況を
オンライン上で確認できるので安心です。

入退室管理システム
安全に
通塾
できます

育英センターは常に子どもたちのことを考え進化し続けます

セキュリティメールも配信！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
！

全校舎自習スペース完備！

全国の高校生がライバルだ！早めの対策で誰にも負けない高い学力をつける！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！

一橋大学 経済学部 経済学科 合格！
松岡 京平さん
（金沢二水高校）

「育英に通って」
僕は高３の夏休みから育英センターに通
い、主に自習室を毎日の学習に利用しま
した。育英センターの自習室は静かで、周
りの人たちも学習に集中しているので、
日ごろの学習では集中力が維持できず、
あまり長時間の学習が得意でなかった自
分自身もよく集中して学習に取り組むこ
とができました。また、数学の授業では、
数学が得意だと感じていた僕でも得ら
れることが多かったので、とても有意義
でした。合格への最後の後押しをしてく
れた育英センターには、深く感謝してい
ます。ありがとうございました。

名古屋市立大学 医学部医学科 合格！
高橋 航太朗さん
（金沢大学附属高校）

「私に最適だった環境」
私は高2の夏から約1年間デンマークに交換留
学し、その間、日本の勉強はあまりせず帰国後は
復習から始める必要がありました。さらに高校で
はサッカー部に所属し、学校行事やボランティア
活動にも積極的に参加していたため、私には効率
の良い勉強が必要でした。育英は週 2 日の講義
で自分のペースで勉強を進められ、疑問があれば
すぐに先生に聞くことが出来てとても有難かっ
たです。志望校を探していた時に国公立大学の
推薦入試が増えていることを知り、自分の経験
が活かせると思い、推薦を受けることにしまし
た。推薦の準備には多くの時間がかかり、勉強と
の両立には苦労しましたがそのおかげで、将来の
医師像がより一層明確になりました。

九州大学 工学部 Ⅲ群 合格！
渡辺 良祐さん
（金沢泉丘高校）

「受験勉強のススメ」
僕は１、2年生のとき、勉強よりも部活や研究に
力を注いでいたため成績はあまりパッとせず、
定期テストで分からないところがあっても放置
していました。しかし受験生になったときにそ
れが仇となり模試での判定は軒並み Eか Dで
した。それなら苦手を潰せば良いじゃないかと
言う人がいるかもしれませんが、3 年生になっ
てから習う数Ⅲや物理化学がとても重く、自分
のしたい勉強をすることができませんでした。
ですから、これから受験をされる方は、１、２年
生のうちからテストの見直しをすることを強く
お勧めします。テストは健康診断のようなもの。
悪いところがすぐに分かり、そこを改善すれば
あなたは昨日よりも賢くなっているはずです。

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 合格！
竹田　暁さん
（小松高校）

「大切に思うこと」
私が合格するために大切だと思うことを二
つ伝えたいと思います。一つ目は、基礎を
徹底することです。学校で出された小テス
トなどを疎かにしていませんか。基礎なくし
て発展的内容に取り組むことはできませ
ん。ここでいう基礎とは知識の暗記ではな
く、知識の根本を理解するということです。
二つ目は、最後まで自分を信じぬくことで
す。だめだと思っていても、結果は最後まで
分からないものです。自分にできること、や
るべきことを成し遂げたならば、あとは自
分を信じましょう。信じる者は救われます。
最後に、育英センターへの感謝とともに、み
なさんが合格できることを願っています。

志望校にあわせてクラスを編成し、生徒それぞ
れの目標達成につながる指導を行います。5教
科充実の授業内容で全員合格を目指します。

効果的な予習・復習方法を身につけ基礎学力を充実させよう！
学校での進度より少し早めに授業を進めること
を通じて、学習内容への興味付けや理解の円滑
化を図ることで、「その先」につながる基礎学
力を構築いたします。

「合格への分岐点」と言われる中学2年生。基礎
学力を充実させるとともに、知識のつながりを理解
することで応用力を培います。また、学校授業へ
の完全対応により内申点の確保を目指します。

新中1生 ■指導教科／英語・数学 
■時 間 数／各80分/回
■開 設 校／全校舎

新中2生 ■指導教科／英語・数学
■時 間 数／各80分/回
■開 設 校／全校舎

新中3生 ■指導教科／英語・数学・国語・理科・社会
■時 間 数／英語・数学 各90分/回、国語・理科・社会 各60分/回
■開 設 校／全校舎

苦手科目の克服と受験基礎学力の確立を！

目標校突破へ向け、万全の態勢づくり！

■指導教科／英語・数学・国語 ※国語は金沢本部校のみ開講します。

■時 間 数／各100分/回
■開 設 校／全校舎

新高1生 県内の各高校では教科書はもちろん、カリキュラムも全く異なります。また授業の内容
についても、その膨大な量やスピードの速さに戸惑い、ショックを受けやすいのが高
校1年生です。育英センターでは、各高校にあわせてクラス編成を行い、無理のない学
習でしっかりと基礎学力を養うとともに、発展問題にも対応できる力を身に付けます。

学校での学習内容・進度に合わせて実力アップ！

育英センターでは、レベル別のクラス編成を採用しています。文系・
理系、習熟度別にクラスを細分し、志望大学を明確にするとともに、
合格するための実戦力を養います。

現役合格のための基礎、応用、実戦！
■指導教科／英語・数学・国語 ※国語は金沢本部校のみ開講します。

■時 間 数／各100分/回
■開 設 校／金沢本部校、金沢中央校、東金沢校、小松校

新高2生

※校舎により開講教科が異なります。事前にお問い合わせください。

■指導教科／英語・数学・国語・理科（物理・化学）
■時 間 数／各100分/回
■開 設 校／金沢本部校、金沢中央校、東金沢校、小松校

新高3生 受験直前の高校3年生に対しては、一人ひとりの能力と志望に応じ
た万全の受験対策を行います。大学入学共通テスト・二次試験直前
は、大学の出題傾向に即した問題演習と弱点の完全補強を行い、
学力の完成を目指すとともに、進路や学習に関しての過去のデー
タに基づいたアドバイスを行います。

大学入学共通テストから志望大学別二次試験対策まで完全対応！

※国語・理科・社会（各60分/回）は
金沢本部校のみで開講

※国語・理科・社会（各60分/回）は
金沢本部校のみで開講

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。

すべての
校舎で

自習可能です!

●受講形式：自主学習+個別質問
●質問対応教科：英語・数学
●複数の開講日から
受講日を選択

●受講時間：100分×４日
／1か月あたり

●月謝（税込）：14,025円

【新高1】金沢中央校／東金沢校／県庁前校
【新高2】金沢中央校／東金沢校高校生サポートコース高校生サポートコース

この４日間だけでなく、
受講日以外も
全開校日

だから学び放題

1教科＝1回あたり90分
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 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

中学検定
教 科 書
完全準拠

C E F R 
準 拠

英 検® 

面接対策

体験会のご案内

生徒・保護者対象】

教科書

英検・
面接対策

CEFR

4技能が求められる入試対策

1

〈対象〉
新中 ～
新中3

自分は、理科・社会を中１の頃か
らずっと苦手としており、それで
も、あまりそれらを熱心に克服し
ようとはしてきませんでした。し
かし、中３の冬休み前の模擬試
験でひどい点数をとってからは、
特に苦手だった社会の歴史を中
心に、猛勉強を行いました。そし
て、その後の模試でかなり良い点
数を取ることができ、その勢いで
合格までこぎつけることが出来
ました。たとえどんな苦手な教科
でも、本気で努力すれば得意な
教科に変えられることを、この受
験勉強を通して自分は学びまし
た。ずっと自分を支えてくれた両
親、育英センターの先生方、とて
も感謝しています。本当にありが
とうございました。

金沢泉丘高校 普通科 合格！

「苦手を得意に」

吉田 出海さん
（北鳴中学校）

私は6年生から育英センターに
通い始め、中学生になってからは
泉丘高校に入学したいという思
いを持って授業を受けていまし
た。模試などでは、良い結果をと
り続けていたわけではありませ
んでしたが、受験前日まで毎日育
英センターの自習室に通って勉
強しました。入試 1日目の3 教科
はどれも不安な箇所があり生き
た心地がしませんでしたが、2日
目には自分の力をすべて出し切
ることができました。それは、育
英の先生方が最後まで応援して
くれたからだと思います。今後高
校受験をする皆さん、途中で辛
いと感じることもあるでしょう
が、絶対にあきらめずに、全力で
がんばってください。

金沢泉丘高校 普通科 合格！

「努力し
続けた結果」

能島 亜子さん
（高尾台中学校）

育英には、１年生の夏期講習の前に
入りました。私は勉強自体に、苦手
意識がありました。特に数学と、国
語の点数が、断トツで低く、もうあき
らめていました。でも、育英の先生
たちがテスト勉強の仕方からテスト
直しの仕方まで丁寧に教えてくだ
さいました。そのおかげで、以前と
勉強量が同じなのに、点数が大幅
に上がりました。それから勉強に対
して意識が変わりました。勉強が楽
しくなって自信もついてきました。
また、人とすぐ比べてしまう私にた
くさんアドバイスや励ましの言葉を
かけてくださいました。受験に対し
ても、勉強に対しても、明るくポジ
ティブにとらえられるようになった
のは、育英の先生方のおかげだと
思います。ありがとうございました。

金沢二水高校 合格！

「前向きに
取り組めた!」

宮上　葵さん
（大徳中学校）

3年の最後の方まで、僕は桜丘高
校を受験しようと思っていまし
た。しかし、その時点では合格に
は厳しい成績で、自信をなくし、
勉強もうまくいきませんでした。
でも、育英の先生たちは僕を見
限らず、最後まで励ましてくれま
した。結果、塾での成績はどんど
ん上がっていきました。育英の先
生は「蓮なら二水でも合格でき
る」と言ってくれ、僕はその言葉
を信じて二水高校の受験を決め
ました。自分の受験番号を見つけ
たときはとても嬉しかったです。
育英の先生たちの言葉を信じて
よかったです。

金沢二水高校 合格！

「尊き育英」

藤本　蓮さん
（津幡中学校）

私は、中1のときテストの結果が良
く、油断していて中2で成績が下
がっていき、そのとき友達が育英
に誘ってくれたので入りました。育
英に入って実感したのは、数学の点
が上がったことです。中3の最初と
比べて二十点ほど上がったと思い
ます。授業の復習はもちろん、予習
もできて学校の授業とダブルで頭
に入ってくるのでとても助かりまし
た。中3の3学期には実際のテスト
形式で問題を解く授業が多く、受
験当日は慌てることなくテストに
挑むことができました。育英がなけ
れば理数はおろか小松高校に受か
ることすらできなかったと思いま
す。これまで教えてくださった先生
方と両親、友達には感謝しかありま
せん。ありがとうございました。

小松高校 理数科 合格！

「育英は私の
救世主」

砂山 真緒さん
（松陽中学校）

5社の中学校検定教科書の本文・単語・文法事項が搭
載されています。教科書のお手本音声が聞け、発話を
採点してもらいながら学習ができます。教科書内容に
準拠した練習問題も収録しています。

英検®対策コースでは、英検®面接の練習をすること
ができます。画面に面接官が登場し、本番さながらの
試験を体験することができます。自分が発話した英語
が点数化され、実力が確認できます。

英語4技能の能力を測るものさしとして活用され始め
た「CEFR」に準拠したコースです。自分のCEFRレベ
ルを把握し、自分のレベルに合った問題に取り組むこと
で、レベルアップを実感しながら学習できます。

※英検®は、公益財団法人　日本英語検定協会の登録商標です。
※本アプリ内のコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の
承認や推奨、そのほかの見当を受けたものではありません。
※ELST®は、株式会社サインウェーブの商標登録です。

近い将来、公立高校入試において採用されるであろう「話す」力
をはかる入試問題。その対応力をつけるだけでなく、学校の授業
に準拠した内容を扱うので、試験の点数アップも狙います。

津幡校
河北郡津幡町北中条2-3
Tel.076-254-0410

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

金沢本部校
金沢市本町2-1-25
Tel.076-233-6446

金沢中央校
金沢市弥生3-1-8
Tel.076-280-4211

県庁前校
金沢市藤江北1-301
Tel.076-266-8880

小松校
小松市土居原町178
Tel.0761-23-0233

東金沢校
金沢市三池町197-59
Tel.076-254-6850

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ています。入試改革への対応は育英センターにお任せください！

育英センターでは独自の模擬
試験を実施し、入試本番で実力を発揮で
きるよう実戦力の育成に努めています。石
川県の高校入試を研究しつくした育英の
教師陣が作成する、石川県公立高校入試
の出題傾向・出題形式に即したオリジナル
の模擬試験です。

石川県公立高校
入試模試 イングリッシュ・スピーキング・トレーニング

で解決! 新高1・新高2
対象

※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。

「聞く・話す・読む・書く」入試で必要になる力を

「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。

自宅受講
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、

E n g l i s h  S p e a k i n g  
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。
※TESOL（英語が母語では
ない人々向けの英語教
育法に関する資格）取得
のトレーナーがオンライ
ン・マンツーマンで授業
を進めます。

育英センターでは独自の模擬

石川県公立高校
入試模試

新中３対象


