
人に説明できるまでじっくり理解できる

だから習ったその日にテスト、次回もテストで

理解不足も抜け漏れもなくせる

プロ講師の授業と指導で正しく学べる

こんなに通っても 授業料

通い放題 ・ 受講し放題だから
例えば…

まずは資料請求 講習会受講料 ・ 教材費等、 年間でかかる全ての費用を記載した料金表をお送りします。

●小 1〜小 3 は算数 ・ 国語セット●小 4 は算数 ・ 国語 ・ 英語から
●小 5 ・ 6 は算数 ・ 国語 ・ 理科 ・ 社会 ・ 英語からお選びいただけます

7,750円
（税抜）

※（税抜）

（諸経費別）

（諸経費別）

ございます…システム上、 なのです。完全定員制

受付時間 10:00-21:30 （月）〜（土）フリーダイヤル WEB で24時間受付中

自立型個別って？自立型個別って？

人気の秘密は？人気の秘密は？

個別って費用が
高いんじゃ…？
個別って費用が
高いんじゃ…？

わかるまで
何度でも
繰り返し OK

励ましながら

一人ひとりを

指導します

ここまで徹底するには指導時間に制限があっては困ります

通い放題 ・ 受講し放題

16：00〜16：50

17：00〜17：50

18：00〜18：50

算数

算数

算数

国語

国語

国語

算数

算数

算数

国語

国語

国語

授業時間 火 水 木 金
小 1〜小 6公立中進学

1 科目

2 科目

3 科目

4,750 円 / 月

7,750 円 / 月

9,750 円 / 月以上

小 4〜小 6中高一貫校受験対策

小 4

小 5

小 6

12,000 円 / 月

18,000 円 / 月

18,000 円 / 月

プロ講師の授業
教室のプロ講師の

個別指導

弱点はないの？弱点はないの？

体験生
募集中
体験生
募集中 通い放題・受講し放題

リニューアルオープン

小松島教室

小1〜6



　合格に向けてどのように勉強したかについてですが、 せっ

かく塾に通っているので、 やはり自習室を有効に使うことだと

思います。 先生方は教え方が丁寧でわかりやすいので、 しっ

かり復習などをしていれば合格も夢ではないと思います。

　先生方には感謝しかありません。 おかげさまで入塾前より、

偏差値も大きく上がりました。 もし、 あすなろ学院に入って

いなかったら、 今頃の私は絶望していることでしょう。

仙台高等学校

幸町中

千田 秀吉 くん

　僕が今回のテストで 1位をとれた理由は 2つあります。

1つ目は、 効率よく勉強したことです。 同じ教科を何時間も

やり続けるのではなく、 30分ごとに教科を変えたり、 きちん

と休憩をとったりもしました。 2つ目は、 何度も問題を解いた

ことです。 苦手教科を中心に、 ワークを 5周し、 解き直しを

徹底しました。解き直しの際は、なぜその答えになるのかをしっ

かり考えながら解くようにしました。

　先生方のご指導がなければ、成績を上げることはできなかっ

たと思います。 本当に感謝しています。 次はもっと高得点を

とれるように頑張りたいです。

学年末考査校内1位

台原中

鈴木 颯太 くん

　僕が今回のテストで 5位になれたのには 2つの理由があり

ます。 1つ目は解き直しを何度も行ったことです。 例えば、

漢字は学校で配布されたプリントを何度もやりました。 その甲

斐もあってテストでは漢字は全問正解できました。 そして 2

つ目は、 塾の先生方が難しい問題をわかりやすく教えてくだ

さったからです。 どこが間違えているのか、 どうすれば回答

を導けるのかなどを教えていただきました。

　自分なりの勉強方法を見つけることと、 先生に頼ることが成

績アップに必要なことだと思います。

学年末考査校内5位

幸町中

鵜沼 泰成 くん

　私は中学３年生の夏に入塾しました。 数学が苦手だった

ので、 地道にできる問題を増やしていきました。 模試など

の点数が思うように伸びず、 もっと早くから対策しておけば

良かったと後悔し、 不安になることもありました。 しかし、

わからない点は先生方に徹底的に教えていただいたおかげ

で、 試験当日は緊張せずに臨むことができました。

　合格できたのも、 先生方の支えがあってのことです。

あすなろ学院の先生方には本当に感謝しています。

仙台第一高等学校

附属中

庄子 海玖 さん

　私は暗記科目がとても苦手だったので、 社会と理科の一問

一答を中心に演習を繰り返しました。 その他の 3教科は過去

問とワークの基本問題を解き、 応用問題よりも基礎を中心に

繰り返しました。 毎日勉強する習慣を身につけることができた

のは最後まで支えてくださった先生方のおかげです。

　勉強面のサポートだけでなく、 面接練習もしてくださり、

とても感謝しています。 本当にありがとうございます。

泉松陵高等学校

幸町中

柴田 琉歌 さん

　私は合格に向けて、 基本を定着させる意識を持って勉強

しました。 何事も、 基本が大切でその基本ができてから、

次に進むことができると思います。 そのような意識で勉強を

続けた結果、 解ける問題が増え、 無事に志望校に合格する

ことができました。

　進路について悩んでいた時に、 親身になって相談に乗っ

てくださった先生方、 本当にありがとうございました。

仙台高等学校

幸町中

北澤 帆乃弥 さん

受付時間 10:00-21:30 （月）〜（土）フリーダイヤル WEB で24時間受付中

小松島教室の良さは、塾生が知っています。

集団指導集団指導少人数制少人数制小6〜中3小6〜中3 体験生募集中

合格

合格 達成 達成

合格 合格

小松島教室

小松島教室　教室長 横田 淳

宮城県岩沼市出身
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第7回学研塾講師検定 S級取得（英語）
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