
12/19
START!

M
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校舎により日程が異なります。
詳しくはWebで!!

ikuei 検 索ホームページからお申込みいただけます。

校舎に直接問い合わせを希望される場合は、
各校舎までお電話ください。
各校舎の電話番号は、裏面をご覧ください。
平 日／13：30～22：00  日・祝／10：00～17：00

https://www.kanazawa-ikuei.com/

英知・徳・自立を育む冬期講習の詳細
（開講コース、校舎、時間割など）は
ホームページをご覧ください。

小学生実力判定テスト
【対象】小学3年生～小学6年生
【試験科目】国語･算数 【会場】全校舎
教科書内容の基本から応用問題までを
幅広く出題しています。

※HPイベント申込フォームまたはお電話でお申込みください。
※受験日は校舎により異なります。

11/15㈫～
11/26㈯

無料体験授業随時受付中! 新入塾生も同時受付中!

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

試験教科／ ［小学生］国語・算数 ［中学生］英語・数学
 ［高校生］英語・数学（高校生は受講希望教科）

オープンテストは選抜テストではありません。
お気軽にお申込みください。

無料オープンテスト
入塾生／冬期講習受講生対象冬期講習説明会

●コース・クラスの詳しい内容が聞きたい！ ●自分にあったクラスで学習したい！
●冬休みの学習について相談したい！ など、何でもお気軽にご相談ください！

全校舎
一斉開催！

毎週土曜日
開催
日程・時間は
ホームページを
CHECK!

育英センター塾生、および冬期講習をすでに申込まれた方からの紹介を受けて、冬期講習の受講申込みをされた場合、紹介者・被紹介者の双方に、図書カードを進呈します
お友達紹介キャンペーンお友達紹介キャンペーン冬期講習受講生もチャンス! 実施中!

金大附属中・錦丘中・星稜中 計44名合格!
金大附属・泉丘・二水・小松 計56名合格!

東京大学12名 京都大学8名合格!2022年度
合格実績

なぜ
こんなに
すごい
実績が!?

国公立医学科41名 金大・富大179名
早稲田21名 慶應25名 同志社37名 立命館198名 他多数合格!

※一部対象外となるコースがあります。詳しくはお問い合わせください。

12/8㈭
24:00まで

自宅でラクラク申込♪

※一部適用外となるケースがあります。
　詳しくはお問い合わせください。
※他の割引との併用はできません。 
※12/9㈮以降もお申込みは可能です。

●図書カードがもらえる“友人紹介制度”を併用できます。
●申し込んだその日から快適な自習室が使用できます。Web早期申込はおトクがいっぱい!

Web早期申込割引

「授業がおもしろい」これほど端的に育英の授業を表す言
葉はないでしょう。「おもしろい」と感じることができれば、
その吸収力は、やはり飛躍的に伸びていくものです。育英
の講師陣は、生徒1人ひとりの持つ能力や可能性を、あら
ゆる方法で伸ばしていきたいと考えています。

北陸にネットワークを広げる育英センターは、
入試に関する膨大なデータと資料を保有して
います。長年の実績から抽出された精密かつ豊
富なデータ群を、保護者会や進学相談会・入試
説明会等で随時提供していきます。

最新の入試情報を提供学習に対する意欲を持たせる指導

Instagram
ぜひご覧ください。

育英センターでは、体験授業を随時受け付けて
います。実際に授業を受けてみた後で、自分に合
っているかどうかじっくり判断していただけます。

小1～高3

無料体験授業 ※冬期講習前までに各教科1回ずつ無料で参加できます。
※曜日・時間等は各校舎にお問合せください。

育英の授業ってどんな授業？

実力アップ間違いなし！ 小学校内容の総復習など、
冬休みの学習に最適な特別カリキュラム。冬期講習

冬に実力を蓄えるために！

【授業時間】 90分×5日
【指導教科】 国語・算数
【費用（税込）】 16,500円
【開 設 校】 金沢本部校
 以外の全校舎

中学準備Sコース
【授業時間】 120分×5日
【指導教科】 国語・算数
【費用（税込）】 23,320円
【開 設 校】 金沢本部校

中学準備Vコース
【授業時間】 90分×2日
【指導教科】 英語
【費用（税込）】 10,230円
【開 設 校】 全校舎

中学準備英語

中学準備講座
中学校の学習内容の先取りと小学校学習内容の
復習を行い、余裕をもって中学校に進学しよう！

【授業時間】 1教科60分／週
【指導教科】 英語・数学・国語
【開 設 校】 育英センター全校舎
【費用（税込）】 1教科7,370円～
 （教材費･諸費が別途必要です）

中学校内容の先取りでリードしよう！

中学準備講座ADクラス
将来的に金大附属高校・泉丘高校を目指すためのクラスです。基礎から応用まで幅広く指導します。
【指導教科】 英語・数学・国語・理科・社会 【開設校舎】 金沢本部校 ※詳細はお問合せください。

1月からスタート！

最強の新中1として最高のスタートダッシュを切ろう!入学おめでとう!!

1
STEP

2
STEP

3
STEP

【実施期間】 12/17㈯まで随時実施中!

パーフェクト
プログラム

今から
始めよう!

新中1
玉井式国語的算数教室

金沢本部校13,970円
授業時間 開設校費用（税込）
60分×4日

※玉井式国語的算数教室指導料7,700円を含みます。

※小6は英語を追加することが可能です。

●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

小1～小3

教科書準拠コース（学年混合）

指導教科
国語･算数 全校舎90分×5日 16,500円

授業時間 開設校費用（税込）

●「わかる・できる」ことを目標に「かんぺき」を目指します。
●復習による基礎固めとともに、3学期内容の先取りでステップアップを目指します。

小3～小6

中学準備Sコース（単一学年）
●急激にレベルアップする中学学習内容に対応するためには早めの準備が大切。
　小学生内容の復習をバランスよく行い、着実な基礎固めをします。

小6

指導教科
国語･算数

英語

金沢中央校・県庁前校
東金沢校・小松校

津幡校

90分×5日

90分×2日
16,500円
10,230円

授業時間 開設校費用（税込）

中学準備Vコース（単一学年）
●3年後、金大附属高校・泉丘高校に合格するための準備を行います。

小6

指導教科
国語･算数

英語
120分×5日

90分×2日
23,320円
10,230円

授業時間 開設校費用（税込）

金沢本部校

【3教科セットが断然お得!!】

小学部

中学受験Vkコース

指導教科

国語･算数
小5
小4

金沢本部校
100分×6日

90分×5日
23,320円
18,480円

授業時間学年 開設校費用（税込）

●小4・小5内容は小学校の学習の要。
　受験に向けての土台づくり!

小4・小5

入試まであと１年。次はキミ達の番だ！
金大附属中・片山学園中・
県内私立中受験

指導教科
適性検査対策 金沢本部校・金沢中央校140分×7日 33,330円

授業時間 開設校費用（税込）

中学受験Vnコース小6

適性検査予想問題で合格するために
必要な解答作成術を身につけます。 金沢錦丘中受験

中学受験Vsrコース

指導教科
国語･算数･理科･社会 東金沢校140分×7日 33,330円

授業時間 開設校費用（税込）

小6

星稜中学校の入試を突破するために
必要な4教科の総合力を身につけます。 星稜中受験

中学受験Vkコース

指導教科
国語･算数･理科･社会 金沢本部校180分×7日 45,100円

授業時間 開設校費用（税込）

小6

私立中学入試を突破するために必要な
4教科の総合力を身につけます。

県内私立中・
片山学園中受験

合格体験記

育英センターでは明るい雰囲気の中で楽
しく学ぶことができ、勉強のスピードが上
がりました。模試では自分が重点的に勉強
しなければならないところを知れ、苦手を
なくすことができました。そして富田先生
が親身になって教えて下さったことが一
番合格につながったと思います。私を支え
て下さった先生方、本当にありがとうござ
いました。

金沢大学附属中学校 合格!
「自信をくれた育英センター!」

模試の結果がC判定と悪く自信をなくし
ていたときに、富田先生はいつも明るい
言葉をかけてくださりました。しかし、成
績も上がらず周りとの差が大きくなった
と感じました。それでもかわらずに合格
へ向けて応援してくれました。育英で出
会った友達も私のことを励ましてくれ、こ
の友達と錦丘中学校でいっしょに勉強し
たい、という思いが強くなりました。

金沢錦丘中学校 合格!
「応援に感謝」

玉井式国語的算数教室体験会
12/4㈰
〈小1〉13:30～14:10
〈小2〉14:30～15:10

12/4㈰
10:30～11:30

【対　　象】 小1・小2
【会　　場】 金沢本部校
【申込方法】 HPイベント申込フォーム
 またはお電話でお申込み
 ください。

無料

中学受験は早めのスタートが肝心!! 小５の方はこの冬からスタートすることをオススメします!!

高校

中学

大学
国・算・英の
セット受講が
断然お得!!

※校舎によって日程が
　異なります。

中学受験クラス体験会・説明会
【対象】 小5児童・保護者 限定10組

〈会　　場〉 金沢本部校
〈内　　容〉 ●県内の中学受験について ●受験算数の体験授業 など
〈申込方法〉 HPイベント申し込みフォームまたはお電話でお申し込み
 ください。

参加無料

無料

Sコースは 通常26,730円のところ

 17,270円!!
Vコースは 通常33,550円のところ

 24,090円!!



高校部

育英の冬期講習 育英の冬期講習は全コース・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・開設コース（科目）は校舎によって異なります。
詳しくはお問い合わせください。

※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。育英の冬期講習 育英の冬期講習は全コース・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 小学生／中学生／高校生
IKUEI WINTER SCHOOL 2022-2023

大学受験科コース高1

高校に入ってから学習したことは全て
頭の中に入ってる?
この冬が復習の絶好の機会!!

大学受験科コース高2

これまで学習した内容を復習し、
受験学年に向けての土台を作ろう!!

開設校

金沢本部校
金沢中央校
東金沢校
小松校

授業時間

1講座
90分×6日

授業時間

1講座 21,340円
2講座 35,310円
1講座 13,090円
2講座 22,000円

指導教科

英語・数学

1講座
90分×3日国語

高3

本番までのわずかの間にもできることが必ずある。
冬期講習で最後の一伸び!!

費用（税込）
1講座 14,080円
2講座 23,870円
3講座 32,780円

4講座 40,700円
5講座 48,290円
6講座 55,660円

開設校
金沢本部校
金沢中央校
東金沢校
小松校

授業時間

1講座
100分×3日

指導教科
英語・数学
国語・物理
化学

大学受験科コース
（共通テスト・国公立2次対策）

12/31㈯・1/2㈪・1/3㈫
●単元別特講［指導教科］ 英語・数学・国語・物理・化学［開 設 校］ 金沢本部校 ※お申込受付は全校舎で行います。

費
用（
税
込
）

大晦日･正月特訓

1講座120分

2講座240分

3講座360分

4講座480分

通常料金授業時間 大学受験科コースと併用で

9,130円

14,850円

20,900円

26,730円

7,920円
12,210円
17,050円
21,780円

高3

合格体験記

僕は英語がとても苦手でしたが、塾の先生は丁寧に解答を添削してくださり、着実に力
がついていきました。逆に得意な数学は、面白くて為になる問題を出題してくださった
ので、より強力な武器になるまで伸ばすことができました。また、塾の先生は皆話しや
すく、質問もしやすいので、自習中に分からない問題があってもすぐに解決できてあり
がたかったです。受験生の皆さんも、最後まで意志を貫き、頑張ってください。

京都大学 工学部 電気電子工学科 合格!
「感謝」

育英センターの良い所は、ある教科に特化した先生がいることだと思います。質問をす
るとすぐに答えてくれるだけでなく、その問題のつまづきやすいポイントや効率の良い
解き方など、追加の有益な情報をもらえるので、一つ一つの問題を極めることができま
す。質問が多い私に根気強く教えて下さった育英の先生には感謝で一杯です!

金沢大学 医薬保健学域 医学類 合格!
「質問対応のプロフェッショナル」

※5講座以上の料金に
関しては、お問い合わ
せください。

最後の正念場!!

【高校生サポートコース】

指導教科
英語・数学 100分×3日

指導時間 費用（税込）

12,870円 金沢中央校・東金沢校
開設校

高校の課題や自分の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コースです。

※校舎によって指導教科が異なります。

※校舎によって指導教科が異なります。

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

金沢市三池町197-59
Tel.076-254-6850

小松市土居原町178
Tel.0761-23-0233

サポートコースはこんな人に合うコース!!
自分のペースでじっくり勉強したい人

2
1
宿題や課題に時間がかかる人

3 問題演習量を増やしたい人

受講日以外も自習室・自習スペースを使用できます。

冬期講習を
申し込んだその日から
自習室・自習スペースが
使用できます。
※社会情勢により利用制限する場合もございます。
　ご了承ください。

高1・高2

中学部

中学3年生の冬期講習
高校受験特訓コース

入試本番での合格力を高める一斉授業です。
指導教科

英語・数学・国語
・理科・社会 全校舎180分×8日＋

公立高校入試模試
56,430円
※模試代金を含む

授業時間 開設校費用（税込）

大晦日・正月特訓 ライバルに差をつけたい
あなたにオススメ。

指導教科 授業時間 開設校費用（税込）
英語・数学・国語・理科・社会 金沢本部校360分×2日 32,230円

併用受講が
断然
オススメ

中学生
無料プレ講習

高校入試説明会
12/12㈪～17㈯ 12/4㈰ 10:00～11:30

日程は校舎により
異なります。
各校舎に
お問い合わせ
ください。

冬期講習早期申込特典

※4日間コースもあります。※石川県公立高校入試模試は1/15㈰に行います。

※12/31㈯・1/3㈫に
　行います。

■持ち物 ： 受験票、筆記用具（定規、コンパス含む）、昼食
■志望校最大３校まで登録可能（お申込時にご入力ください。）

〈会　　場〉 金沢本部校・東金沢校・小松校
〈受 験 料〉 4,730円（税込）
〈申込方法〉 HPの模試の申込フォームからお申込みください。

R51/15㈰石川県公立高校入試の
出題形式・出題傾向に
沿った模擬試験

育英模試石川県公立高校入試
中3生対象

併用の場合は32,230円が
24,090円で受講できます!

高校受験特訓コースと一括受講で大幅割引!

合格体験記

育英センターの授業では、奥深いところまで教えてくだ
さり、学校の予習や復習以上のことを身につけることが
できました。このように育英と学校の両方の授業を受け
ることで、勉強以外で忙しいときでも、勉強をおろそか
にしてしまうことはありませんでした。

金沢泉丘高校 普通科 合格!
「精一杯の感謝を込めて」

塾では自習室で学習し、分からない問題は先生に質問
して解消しました。育英模試で自分の今の実力を再確
認し、苦手の克服に努めました。塾では志望校合格をめ
ざす友達とお互いに励ましあいながら学習を続けられ
ました。友達と切磋琢磨する中で、解ける問題も多くな
り、自信を持って高校受験に挑むことができました。

小松高校 普通科 合格!
「目標に向かって」

7月末の金大附属高校の説明会兼体験入学に参加したことを
きっかけに自分自身の将来の夢を考えたとき、より夢の実現に
近づくのは金大附属高校だと感じました。育英センターの先生
達も金大附属高校の合格を全力で応援してくれました。受験
の2、3か月前には急に社会の成績だけが下がりとても焦りまし
たが、指導してくださった育英センターの先生達と、僕を支え
てくれた家族のおかげで合格をつかみとることができました!

金沢大学附属高校 合格!
「合格までの道のり」

対　　象 高校1年生～高校3年生
指導教科 英語・数学・国語・理科・社会
コ ー ス 在宅受講コース
費　　用 直接お問合せください。〈アイ・ベリタス〉

育英大学受験映像コース 理科（基礎科目を含む4教科）・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。 育英　ベリタス 検 索

金沢
対　　象 小学3年生～高校3年生 指導時間 1教科＝1回あたり90分×4回以上

費　　用 直接お問合せください。指導教科 英語・数学（算数）・国語・理科・社会
コ ー ス ●1：1型校舎受講コース

●1：1型オンライン指導コース ☎076-233-6448

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。

i-Personal
お問い合わせ先 

中学1年生の冬期講習
高校受験実力養成コース

苦手教科を得意教科に!!
得意教科はさらに磨きをかけて!!

指導教科

英語・数学・国語 全校舎
120分×8日

または 160分×6日
（テストを含みます）

35,200円

授業時間 開設校費用（税込）

中学2年生の冬期講習
高校受験実力養成コース

1年後の高校入試に向けて
スタートしましょう。

指導教科

英語・数学・国語 全校舎
120分×8日

または 160分×6日
（テストを含みます）

35,200円

授業時間 開設校費用（税込）

開設校
金沢本部校
金沢中央校
県庁前校
東金沢校
小松校

授業時間

1講座
90分×6日

授業時間

1講座 21,340円
2講座 35,310円
1講座 13,090円
2講座 22,000円

指導教科

英語・数学

1講座
90分×3日国語

※校舎によって指導教科が異なります。

オンライン開催

料金 14,080円

オンライン金大英語講座
●統一テスト・総合テスト結果分析!
●冬から入試当日に向けての準備!
●5教科の入試傾向、勉強法を伝授!

内容

HPの高校入試説明会申込フォーム
よりお申込みください。

申込方法

①金大特有の英問英答
②正誤問題
③下線部意味推測 を中心に扱います。
冬の金大2次対策はこれでばっちり!!

【対象】 中1～中3の生徒・保護者

参加無料

定期テスト対策・中3入試対策などさまざまなイベントを実施します。詳しくはお問合せください。


