
春から始める。育英とはじめる。

育英の春期講習 詳しい日程は
WEBまで!!

2023 年度育英センター中学入試合格速報

金沢大学附属中学校・・・・・・・・・・・・5名
金沢錦丘中学校・・・・・・・・・・・・・・・・23名
星稜中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12名
北陸学院中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・4名
金沢学院大学附属中学校・・・・・・・1名
金沢龍谷高校中等部・・・・・・・・・・・・1名

春期講習 詳しい日程は

金沢学院大学附属中学校
金沢龍谷高校
片山学園中学校・・・・・・・・・・・・・120名
富山大学附属中学校・・・・・81名
福井大学附属義務教育学校・・・4名

大学附属中学校・・・・・・・1名
・・・・・・・・・・・・1名

大学附属中学校
金沢龍谷高校中等部・・・・・・・・・・・

120名
・・・・・81名

福井大学附属義務教育学校福井大学附属義務教育学校・・・44名

福井県立高志中学校・・・1名
北陸中学校・・・5名
福井県立高志中学校福井県立高志中学校・・・1名
北陸中学校北陸中学校・・・5名

2/7（火）現在判明分

2023年度 合格体験記

英知・徳・自立を育む

金沢育英センター

3/9木 新高1生は
3/17金
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。

金沢大学附属中学校合格！

河野 守祇さん（長坂台小学校）

「みんなに感謝」
金沢大学附属中学校合格！ 星稜中学校合格！ 星稜中学校合格！

僕は、小3のときに入塾して
からずっと金沢大学附属中学
校へ行きたいと考えていまし
た。しかし、6年生になっても
国語の長文問題が苦手で、何
度模試を受けてもよい結果
が出せず、また算数でもケアレスミスがあり不安
でした。それでも諦めずにたくさんの国語の長文
問題と自分がミスしやすい算数の問題を解き続け
ました。そして、自分の苦手なところを克服し合格
することができました。自分を信じて諦めず努力
を続けたことが合格につながったと思います。こ
こまで僕を導いてくれた先生方と家族に心から感
謝しています。本当にありがとうございました。

24:00まで

☎076-233-6446

新小１準備講座
日時3/3金

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。

英語・算数 80分×6日間 14,960円 津幡校
指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校

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。

窪　彩羽さん（鞍月小学校）

「なりたい自分を思い描いて」

私は、6年生の夏期講習から育英
の授業に参加しました。受験を決
めた時期がおそかったので塾での
勉強の時間を大切に過ごそうと自
習室を利用したり、先生に頻繁に
質問したりし、それが習慣となり
ました。先生はその時々の私の気持ちや勉強する上での問題
にしっかりと向き合ってくださり的確なアドバイスをいただき
ました。最初は模試の結果も悪かったですが、「細かく目標
を立てて1か月後にはこんな問題を解けるようになろう、今日
はここまで覚えてから寝よう」など日々合格する自分を思い
描いて生活しました。勉強＝嫌なもの、という思いを全くせず
に合格できたのは育英のおかげです。いつも近くで支えてく
ださった富田先生をはじめ先生方ありがとうございました。

大倉 雅弘さん（小立野小学校）

「受験への対策、その効果」

ぼくは、6年生の4月から育英
に通い始めました。家で集中
して勉強することが苦手だっ
たので、塾で勉強できたこと
はとてもよかったです。わか
らない問題があってもすぐに
先生に質問できるので助かりました。入試直前に
は、面接練習や国語の長文問題の添削も丁寧にし
てもらえました。そして、自信をもって入試当日を
迎えることができました。今から思えば、入試まで
の時間はあっという間でした。これからも時間を
大切に勉強していきたいです。先生方、ご指導あり
がとうございました。

山崎 奏夢さん（夕日寺小学校）

「育英センターありがとう」

星稜中学校の学校見学会で
科学部を見学したときに、先
輩方が実験をしている姿を見
て、ぼくもこんな実験をした
いと思い、受験することを決
めました。しかし、入塾したと
きにはまだまだ受験生としての自覚が足りませんで
した。塾の模擬試験では星稜中学校の判定がD判
定ばかりで、受験することは夢のまた夢だと思って
いました。しかし、育英の先生のアドバイスや問題
の解説を聞いて、あきらめずに、少しでも良い点を
取りたい、という強い思いで授業や講習を受けまし
た。合格することができ、育英の先生には感謝し
て、これからの中学校生活を送っていきたいです。

小学部 2023 Spring course

自宅で
育英の授業が
受けられる
オンラインコース
もあります。

16:00～17:00

「キュレオプログラミング教室」体験会
〈QUREOプログラミング教室とは？〉
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

対象／新小3～新小６

4/2日
16:10～16:50

4/2日
15：20～16：00

新小３～新小６

「玉井式:図形の極AAA」体験会
きわみ

W
E
B
申
込
受
付
中
！

春から目指す憧れの場所春から目指す憧れの場所

NEW
新小5生
新小6生コース

中学受験
Vkコース
新小6生

指導教科

算数・国語
理科・社会

授業時間

180分×6日間

開設校

金沢本部校

費用（税込）

35,750円

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
新小4生
新小5生

指導教科

算数・国語

授業時間

80分×6日間

開設校

金沢本部校

費用（税込）

16,060円

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。

玉井式国語的
算数教室
新小1～3生

指導教科

算数・国語

授業時間

60分×4日間
開設校

金沢本部校

費用（税込）

13,310円

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

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

錦丘中受験コース 星稜中受験コース

新小6生

指導教科

文系・理系

授業時間

80分×6日間

費用（税込）

16,060円

開設校

金沢本部校
金沢中央校

「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！

指導教科

算数・国語

授業時間

80分×6日間

開設校

東金沢校

費用（税込）

16,060円

新小6
単一学年コース
新小3～新小5
学年混合コース 

指導教科

算数・国語

授業時間

80分×6日間

開設校

金沢本部校

費用（税込）

14,960円

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3～6生

※玉井式国語的算数教室指導料7,700円を含みます。

新小5・新小６
チャレンジテスト
2/26日 2/19日

申込締切

無
料

中学受験を考えている方、いない方、
どなたでも受験OK！

8：40～10：45 時間 国・算試験科目

金
沢
本
部
校

会場

基本から応用まで受験レベルの問題も出題！内容

中学入試説明会
2/26日 2/19日

申込締切

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！

11:00～12:20時間

特別対策授業実施！算数

新小5…2/18土10:30～11:30
新小6…2/18土15:20～16:40

新小2
3/2木17:30～18:30
新小3
3/4土10:30～11:30

「玉井式国語的
算数教室とは!?」
体験会

育英センターの熱血指導×自分専用カリキュラム「atama+」で学習効果アップ!

【atama+ コース体験会＆説明会】

2023年春期講習より、自分専用AI教材を活用した授業が始まります。
こんなお悩み抱えていませんか?

部活動や習い事があって学習時間の調整が難しい
苦手教科があるけれど、何から勉強したらよいかわからない
自分のペースで、効率よく学習を進めたい

✓
✓
✓

小中学生 高校生

詳しいatama＋の学習の仕組みは下のQRコード
より動画をご覧いただけます

アタマプラス

コース

NEW

参加無料

atama+ コースの詳細は育英センターホームページにて。

そんなあなたにピッタリなのが「atama+コース」です。

WEB申込受付中！
新高1

～新高3
新小5

～新高3
時間 対象3/4土 2/18土14:00
～15:30

時間 対象津
幡
校

14:00
～15:30

金
沢

中
央
校



春が未来をつくる。
未来のキミを共に見つけよう ! !育英の春期講習
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！

詳しい
日程は
WEBで!!

金大附属高校新高1先取り授業 開設校:金沢本部校

毎週金曜日（2/17、2/24、3/3、3/10、3/17）18:00～19:30

毎週火曜日（2/21、2/28、3/7、3/14、3/21）18:00～19:30

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3/12日金沢本部校でも受験できます

WEBから申込受付中！

新中3受験スタート模試 3/12日
●受験科目 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

新中1チャレンジテスト3/11土
●受験科目 国・算  ●受験時間 12:45～15:05
●受験会場 全校舎

新中2チャレンジテスト3/11土
●受験科目 英・数・国  ●受験時間 12:45～16:40
●受験会場 全校舎

3/5日
申込締切

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!!

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

2023 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！

高校部 2023 Spring course

新高2・新高3高校生サポートコース（英・数）

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）：11,990円  ●開設校：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。

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。

WEB申込育英の
春期講習

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！

●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

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ください。（一部コースを除きます）

中学生無料プレ講習

3/13月～3/18土

日程は校舎によって異なります。
各校舎にお問い合わせください。

新中1～新中3対象

オンライン新中1セミナー

3/11土17:00～18:00

2023年度 合格体験記

金沢大学附属高校合格！
藤岡 珠輝さん（高岡中学校）「努力が一番！」

私の中学校生活は、勉強と部活だけと言っても過言ではありません。中１のときから、帰宅したら間髪
入れずに勉強、寝る直前まで勉強という、受験直前のような生活を送っていました。部活はほぼ毎日あり、
両立は大変でしたが、時間が無いぶん、集中して勉強できていたと思います。中３の夏に部活を辞めて
からは、本当に勉強一色の毎日でした。１日中机に向かっていて、辛いときもあったけれど、新しい問題
が解けたときの喜びのほうが大きかったです。何より、金大附属高校に入りたいという強い思いがあっ
たから、ここまで頑張ることができました。今まで支えてくれた家族、先生、努力した自分に感謝します。

WEBから申込受付中！

無料

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。

保護者と聞く新高1オンラインセミナー

3/12日 WEBから申込受付中！

無料

※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。

※お申し込み後のキャンセル
はできません。
あらかじめご了承ください。

受講者
オリエンテーション

各校舎にて行います。テキストも配
布しますので、必ずご出席ください。
各校舎によって、日程が異なりますので、直
接お問い合わせください。

校舎により時間帯が異なります。また、ご都合が悪い場合は
別日程で受験できます。直接お問合せの上、ご予約ください。

振り込み用紙をお渡ししますので、
一週間以内にお納めください。

○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。

毎週土曜日

3/19日18：30～21：00（予定）
新高1～新高3

英語・数学
無料

特待生選抜試験

金沢本部校・小松校会場 試験科目 WEB申込受付中！

全学年
無料！

10:30～11:30

高校入試
突破コース
新中3生

指導教科

英語・数学・国語
理科・社会

授業時間

180分×6日間

開設校

全校舎

費用（税込）

37,180円

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！

大学受験コース
(実力養成クラス
・基礎完成クラス)

新高3生

指導教科
英語・数学

授業時間
1教科 90分×6日間

開設校
金沢本部校・金沢中央校
東金沢校・小松校

費用（税込）
1教科 20,020円
2教科 29,700円

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！

短期
集中コース
新高3生

指導教科

国語・物理・化学

費用（税込）

1講座 11,110円
2講座 18,480円

高校受験
コース
新中2生

指導教科

英語・数学・国語

授業時間

120分×6日間
開設校

金沢本部校・金沢中央校
東金沢校・県庁前校
小松校

費用（税込）

21,340円

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！

中学準備
コース
新中1生

指導教科

英語・数学・国語

授業時間

120分×5日間

開設校
金沢本部校・金沢中央校
東金沢校・県庁前校・小松校

費用（税込）

18,040円

英語・数学 120分×5日間 18,040円

英語・数学 120分×6日間 21,340円

津幡校

津幡校

指導教科 授業時間 費用（税込） 開設校NEW

新中1生
新中2生コース

指導教科
英語・数学
物理・化学・生物

英語・数学
物理・化学・生物

授業時間

90分×6日間

90分×6日間

費用（税込）
1講座 19,800円
2講座 29,480円
3講座 38,610円
1講座 20,020円
2講座 29,700円
3講座 38,830円

開設校

金沢中央校
津幡校

金沢中央校
津幡校

NEW
新高2生

新高3生コース

英語・数学を先取りしてスタートダッシュを狙おう！

東大・国公医
受験科
新高3生

指導教科

英語・数学

費用（税込）

1教科 20,020円
2教科 29,700円

授業時間

1教科 90分×6日間

開設校

金沢本部校

短期
集中コース
新高2生

指導教科

国語

費用（税込）

1講座 10,890円
2講座 18,260円

授業時間

1講座 80分×3日間

開設校

金沢本部校

大学受験コース
(実力養成クラス
・基礎完成クラス)

新高2生

指導教科
英語・数学

授業時間
1教科 90分×6日間

開設校
金沢本部校・金沢中央校
東金沢校・小松校

費用（税込）
1教科 19,800円
2教科 29,480円

今まで学習した内容を復習し、万全の体制で新学年始動!!

高校
準備コース

新高1生
指導教科

英語・数学

費用（税込）

2教科 24,200円

授業時間

1講座 80分×3日間

開設校

金沢本部校

授業時間

2教科 120分×6日間

開設校

全校舎

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！


