
夏期講習夏期講習

http://www.isshingakkan.com

「積極的な夏休み」を一進学館で！

高校部･大学受験部丸亀本校 ☎22-9223 ☎85-6735
☎22-2075丸亀郡家校

月７/２０ START

☆頑張る仲間、全員集合☆

　WEBページ
　フェイスブック
　随時更新中！

達達友友友おお夏
☆期間☆　７／１（水）～１８（土）まで
★この期間中に夏期講習にお申込みいただいた場合、

　　　　　　  　     授業料より￥２，１６０を減額させていただきます。 

さらに！！

特典
夏期講習からご入校される場合、

「図書カード 1,000 円分」を進呈！

 ※ご入塾される場合は、【入校金・年間テスト代・年間教材費】が別途必要です。

（０８７７） （０８７７）

（０８７７）

難易度が急上昇する２学期を見据えた余力づくり！難易度が急上昇する２学期を見据えた余力づくり！

高１・２生は高校別クラス編成、高３生は選択講座制！高１・２生は高校別クラス編成、高３生は選択講座制！

「読書感想文講座」開講！復習と予習に全力投球！「読書感想文講座」開講！復習と予習に全力投球！

中 ３ 生 「 高 校 入 試 説 明 会 」
【日　　時】 ７月２５日（土） １０：３０～１２：００
【会　　場】 一進学館丸亀本校・丸亀郡家校
【対　　象】 中３生の保護者、生徒の皆様

参加費無料
先着順！

夏　　期

そ の １
イベント

【内　　容】 ・一進学館の指導方針・システムについて
・香川県高校入試情報と合格に向けての心構え 一進学館各校舎にお電話でお申込み下さい。【お申込み方法】

弱 点 補 強 特 訓 講 座弱弱 点 補補 強
大手前中１・２生

【期　　間】 ７月２１日（火）～８月２５日（火）【全１２回】
１５：３０～１７：００

【場　　所】 一進学館高校部・大学受験部

参加費無料
先着順！

夏　　期

そ の ２
イベント

一進学館高校部・大学受験部にお電話でお申込み下さい。【お申込み方法】【内　　容】 実力テスト対策（個別弱点補強）＆学校課題サポート

実力テスト
　　対策！

【対　　象】 大手前中１・２生 （夏期講習をご受講の方に限ります。）

ご紹介キャンペーンご紹介キャンペーン

算・国コース＆難関受験コース算・国コース＆難関受験コース小学生

５科目５科目 (英・数・国・理・社 )( 英・数・国・理・社 ) 徹底指導徹底指導中学生

英・数ライブ授業＆映像授業英・数ライブ授業＆映像授業高校生

★こ

　　

さ

ンンン



未来をひらく教務力

総合学習塾総合学習塾総合学習塾総合学習塾総合学習塾総合学習塾総合学習塾総合学習塾一進学館一進学館進学館一進学館一進学館一進学館一進学館一進学館
http://www.isshingakkan.com

ISSHIN
丸 亀 本 校 ℡：（０８７７）２２－９２２３

〒763-0034 丸亀市大手町１丁目 4-23 ライフクリエイトビル２F

℡：（０８７７）８５－６７３５高校部・大学受験部
〒763-0034 丸亀市大手町１丁目 4-32

丸亀郡家校 ℡：（０８７７）２２－２０７５
〒763-0093 丸亀市郡家町 3445-1

☆前期☆ ７月２０日 ( 月 ) ～８月６日 ( 木 )

☆後期☆ ８月１７日 ( 月 ) ～９月２日 ( 水 )  
　　　　　　　　　　　　　　　　　               ※高校部・大学受験部は８月２９日（土）まで

◆小中学部◆

一進学館の２０１５夏期講習
「飛躍に備える夏」にする！

【日時】 ８月１９日（水）・２０日（木）

【場所】 塩江セカンドステージ

【料金】 ￥１２，９６０ （宿泊費・食事代・バス代・旅行保険代込）

【対象】 中３生

【日時】 ８月７日（金）１０：００～２２：００

【場所】 一進学館高校部・大学受験部　

【場所】 一進学館高校部・大学受験部　

【対象】 高１～３生　大手前中１～高３生

夏期特訓合宿夏期特訓合宿夏期特訓合宿夏期特訓合宿 in塩江

【料金】 ￥５，９４０（夕食代込）

※塾生の方は、塾生料金（￥５，４００）になります。昼食はご持参下さい。

志望校合格に向け、「実力」と「気持ち」を共に磨く！

☆夏期講習よりご入校の場合は塾生料金が適用されます。ご入校の際には諸経費が別途必要です。 ☆各校舎に夏期講習パンフレットを準備いたしております。授業日・時間帯など、お気軽にお問い合わせ下さい。

☆３０クリップまで無料で受講可能です。はじめて＠ｗＩｌｌを受講する生徒が対象です。

☆テキストは無料でレンタルできますが、一部の講座のみテキスト代をご負担いただきます。

映像授業

合格を勝ち取る！！
「学力アップ」に特化した新システム

映像授業

中 3 生入試対策特訓

無料体験会開催！

９月３日（木）スタート！

【期間】７/３１（金）まで 【対象】高３生・既卒生

学年 科目 総時間数 ( 分 )
【前期】 【後期】

料金（税込）

３６０ ￥９，７２０算・国小１・２

１０８０ ￥９，７２０ ￥９，７２０算・国小３・４

１２００ ￥１０，８００ ￥１０，８００算・国小５・６

２１６０ ￥２１，６００ ￥２１，６００英・数・国・理・社中１・２

３０００ ￥３０，９６０ ￥２３，７６０英・数・国・理・社中３

５４０ ￥１２，９６０選択小学個別

５４０ ￥１５，１２０選択中学個別

※夏期講習から参加の皆様には、テストを受験していただきます。

※授業日と時間帯は校舎により異なります。各校舎までお問い合わせ下さい。

【小２～中２生 】 ２科目：￥２，１６０【中３生】 ５科目：￥３，２４０

※指導内容に含まれています。◆小学生　夏期特別カリキュラム◆

◆中学生　夏期オプション講座◆ ※希望者の方のみの選択講座となります。

読書感想文講座 【小 3～ 6生】

　苦手にしている人が多い読書感想文をこの夏もお手伝いします。一つのことをやり遂げることによっ
て、「やればできる」という達成感を感じていただきます。

夏の漢字 100 題 【小 3～ 6生】
　まとまった時間の取れる夏休みを利用して、漢字を覚えます。目標は 100 題を完全に覚えきることで
す。目指せ、漢字博士！

【中３生】

￥６，４８０（テキスト代を含む。）〔講座のみ受講の場合は￥１２，９６０〕

英語教科書本文＆リスニング講座

　一進学館夏期講習恒例、毎年大好評の「中３生英語教科書本文講座」がリスニング特訓を加えてリニュー
アル！入試突破に向けての土台を固めます。

◆小学部　難関受験コース◆
学年 科目 総時間数 ( 分 )

【前期】 【後期】

料金（税込）

２４００ ￥２１，６００ ￥２１，６００小６ 算・国(作文)・理・社

※授業日と時間帯は丸亀本校までお問い合わせ下さい。

丸亀本校のみ

※総時間数には、前期・後期特訓【各５時間】が含まれております。

￥３，２４０〔全４回　各９０分授業〕

小５生　難関準備理社コース　夏期特別授業

　１学期の学習内容の見直しをしながら、理科・社会に対する興味付けを行います。夏休みだからこそ
できる「自分で調べる学習」にもチャレンジしていただきます。

◆高校部・大学受験部◆

総時間数 (分 )

１８００＋学テ対策

１８００＋学テ対策

１８００＋実テ対策

１８００＋実テ対策

１８００＋実テ対策

１８００＋実テ対策

３６０ ￥１７，２８０

コース・学年 科目
【前期】 【後期】

料金（税込）

￥２３，７６０ ￥２３，７６０

￥２３，７６０ ￥２３，７６０

￥２３，７６０ ￥２３，７６０

￥２３，７６０ ￥２３，７６０

￥２３，７６０ ￥２３，７６０

￥２３，７６０ ￥２３，７６０

丸亀高１ 英・数

英・数

英・数

英・数

英・数

英・数

選択

丸亀高２

坂出高１

坂出高２

総合高１

総合高２

高校個別

※夏期講習から参加の皆様には、テストを受験していただきます。

※高１・２年生の実力測定模試＜学テ・実テ対策演習＞は、高校別に実施致します。日程などの詳細は
　校舎までお問い合わせ下さい。

※１科目選択の場合の授業料は、￥１５，１２０となります。
実力測定模試：￥２，１６０　

☆高１・２生 開講クラス☆

科目 講座 コマ数 授業料

☆高３生・既卒生 開講講座☆

すべて
５コマ×２

個別指導

１講座 ￥１５，１２０

￥２５，９２０２講座

￥３５，６４０３講座

￥４４，２８０４講座

※５講座以上受講される場合は、
　個別でご案内致します。

すべて
５コマ×２

総合数学

センター数学

国公立２次・難関私大数学

国公立２次・難関私大英語

総合英語

センター英語

※高３生は、全国マーク模試代￥３，２４０が別途必要です。

　【１コマ　９０分講義となります。】

数
学

英
語

学年 科目 総時間数 ( 分 )
【前期】 【後期】

料金（税込）

１５６０中１・２ 英・数

１８００

￥２０，５２０ ￥２０，５２０

英・数中３～高２ ￥２３，７６０ ￥２３，７６０

３６０ ￥１５，１２０選択中１･２個別

３６０ ￥１７，２８０選択中３～高３個別

※中１～３生は、実力測定テスト（￥２，１６０）を実施致します。【実力テストと同範囲の塾内テストです。】
※大手前高３生の方は、『高３生・既卒生開講講座』をご覧下さい。

☆大手前コース開講クラス☆

ご定評いただいている英・数ライブ授業と併せて、
国・理・社もフォローしていきます！

新映像授業新映像授業 全科目対応！！
充実の全５５１講座！

①まずは校舎までお電話下さい。

②個別面談を行い、詳細をご説明致します。

　その際に現在お困りの点がございましたらお知らせ下さい。

③手続き完了後、夏期講習に参加していただきます。

お申し
　込み

先行予約
受付中！

幼児

☆一進での歩み☆

パズル道場
小学校入学準備

パズル道場

パズル道場
算・国授業

小５理社コース
小５難関算数コース

小６難関コース
小６英語コース

５科目授業

英・数高校別ライブ授業

大手前中学コース

大手前高校コース
映像授業＠Will

小学生
中学生

高校生

生徒一人ひとりの
夢の実現に向けて
サポートします！

【日　時】 ８月６日（木）
１３：００～１５：００

【場　所】 一進学館丸亀本校

※参加ご希望の方は、丸亀本校までご連絡下さい。

【参加費】 無料

【対　象】 小学生・中学生

パズルフェスティバル

対象：幼児～高校生


