がんばるキミを応援します!!
継続入塾者 入塾金 10,000 円が
割引特典
無料!!
入塾金 10,000 円が

兄弟姉妹
割引特典

無料!!

日研+土研 日研と同時受講で
割引特典 土研３講座目無料!!
※通常時、入塾金は税込み 11,000 円です。

中３生 必修講座で
受験勉強モードに頭を切り替える！

受験対策

講座

＋

【

】

略講座

【

部活動がひと段落して、さあ受験
勉強へ……と、スムーズに切り替え
ができない生徒でも安心！ 受験に

必要な重要事項を１から解説！

13：00～17：50
[５教科セット×各５０分×１２日間]
※8/9（月）は新教研もぎテストです。

国語・数学・英語・理科・社会
《志望校/レベル別クラス編成》

新教研もぎテストの過去問から傾向
をつかみ、高得点奪取を目指します。

7/17（土）、18（日）

国語・数学・英語・理科・社会
５教科セット 10,000 円 （税込 11,000 円）

8/7（土）、8（日） 13：00～17：50
[５教科セット×各５０分×２日間]

[各５０分×２日間]

《文法》 13：00～13：50
《文化史》 14：00～14：50
《動詞》 15：00～15：50
《電流》 16：00～16：50
《関数》 17：00～17：50

〈オプションコースＤ〉

定着講座

１教科
3,000 円 （税込 3,300 円）
５教科セット 10,000 円 （税込 11,000 円）

（税込 38,500 円）

【

個別授業

8/18（水）～20（金）

まずは無料体験!
【

】

※日程は相談の上決定します
[５０分×５日間]

中学生 12,000 円
高校生 15,000 円

（税込 16,500 円）

中１・２生
受験準備

講座
【

7/4（日） 13：00～17：50
国語・数学・英語・理科・社会

中３生 完
限定 全

０円

授業料
テキスト代

（税込 6,600 円）

５教科セット 《国・数・英・理・社》
13：00～17：50 10,000 円

（税込 1,1000 円）

8/18（水）～20（金）
13：00～17：50 [各９０分×３日間]
国語・数学・英語から選択
１教科
6,000 円 （税込 6,600 円）
３教科セット 12,000 円 （税込 13,200 円）
オプションＣ・Ｄ時間割

名城塾は問題を解かせるのではなく、 「理
解させる」 授業スタイルです。〈理解→反復
→定着→発展〉のサイクルの、「理解」に主眼
を置いています。塾は作業の場ではなく、理
解と納得をする場だと考えているからです。

基礎力完成

ハイレベル

英語
国語
数学

国語
数学
英語

※各オプションコースのセット割引は、必修コース申込
者のみ適応になります。

（中３生対象）

お子様の塾をどこにするのか悩んでいる保護者の皆様に、名城塾の考え
方を知っていただく機会を設けました。ぜひご来場ください。
6/26（土）、7/4（日） 13：00～14：00

℡ 024-523-3103
※受付時間：（月）～（金）午後３時～午後９時、（土）午後１時～午後９時
※ご都合の良い日をどちらか選び、必ず事前に電話でご予約お願いします。
お申し込みは説明会直前まで受け付けております。
名城塾 授業スケジュールカレンダー （中学生用）
月
火
水
木
金
土
日
7/12
13
14
15
16
17
18
※新教研もぎテストの受験は希望者のみです。
受験を希望する場合、受験料 3,200 円が別途かかります。

19

中２ 7/30(金)～8/2(月)[各５０分×４日間]

13:00～14:30
14:40～16:10
16:20～17:50

保護者説明会

20

21

※8/9（月）は新教研もぎテスト（希望者のみ）です。

】

中１ 7/24(土)～27(火)[各５０分×４日間]
２教科セット 《英・数》
16：00～17：50 6,000 円

今年度の県立高校入試の過去問を使
って、最新の入試傾向と対策の解説講
義を行います。受験生必聴の講座です!!
[５教科セット×各５０分]

（税込 13,200 円）

単に難問・奇問を解いて終わりの講座
ではなく、 高校入学後もつまずくこと
なく成績をキープする力 を身につけさ
せます。自助努力だけでは修得が難し
い、今後の学習に必要な「視点」と「理
念」を伝えます。目から鱗の絶品講義！

夏に学んだ基礎事項を定着させます。

講座

】

】

13：00～17：50 [各９０分×３日間]
国語・数学・英語から選択
１教科
6,000 円 （税込 6,600 円）
３教科セット 12,000 円 （税込 13,200 円）

※テキスト代は一切いただきません。
お支払いは授業料のみになります。
※新教研もぎテストは希望者のみです。
受験料 3,200 円（税込）が別途かかります。

【

】

受験生が苦手とする 弱点 なの
に、なかなかまとまった勉強をする
機会が無い 重要な単元 に絞って
集中講義！克服のチャンスです！

国語
社会
英語
理科
数学

7/24（土）～8/6（金）

【

】

わかりやすい授業と気軽に聞ける質
問対応で、実力ＵＰ＆やる気ＵＰ！
この夏、変わりたいなら名城塾へ！

５教科セット 35,000 円

別

〈オプションコースＣ〉

〈オプションコースＢ〉

〈オプションコースＡ〉

弱点克服

オプション講座で

22
休み

26

27

中３必修③
中１必修③

中３必修④
中１必修④

2
中３必修⑨
中２必修④

9
新教研もぎテスト

28

特攻①

特攻②

23

24

25

休み

中３必修①
中１必修①

中３必修②
中１必修②

29

30

31

8/1

中３必修⑤

休み

中３必修⑥
中２必修①

中３必修⑦
中２必修②

中３必修⑧
中２必修③

3

4

5

6

7

8

中３必修⑩

休み

中３必修⑪

8/18

19

中３必修⑫ 新教研対策① 新教研対策②

20

基礎力完成① 基礎力完成② 基礎力完成③
ハイレベル① ハイレベル② ハイレベル③

21

22

高校生

名城塾が福島市の高校生へ向けて伝えたいこと。

―「どうせ僕は……」なんて、絶対思うな！ キミたちはまだ輝く前の原石だ。―
勉強で悩む高校生諸君。キミたちは自分のことを責めてはいまいか？ 成績の悪さを全て自分の能力のせいにしてはいないだろうか？ その可能性もあるかもし
れないが、果たして本当にそれが原因なんだろうか？ 実は、キミたちが単に「ホンモノの授業」に出会っていないだけなんじゃないか？ 今までの授業の内容が、
キミたちに合っていなかっただけなんじゃないか？ ダイヤモンドも研磨されてこそ初めて輝く。 キミたちはまだ、光を放つ前の原石かもしれないんだ。
だとしたら、この夏キミたちがやるべきことはたったひとつ。「ホンモノの授業」を受けてみること。きっと、勉強に対する姿勢や考え方が変わるはずだ。“質より暗
記”の授業しか受けてこなかった生徒は、覚えることが勉強だと勘違いしているからね。伸び悩んでいるなら、まず「自分磨き」のやり方を見直してみよう。
多くの場合、勉強に対する「理念」というものは高校受験という大きな山を乗り越えることで確立される。だから当然、その形成には受験期に通った塾から多大
な影響を受けることになる。でも、この時期に「間違った理念」が刷り込まれてしまうと、必ず高校入学後に壁にぶつかってしまうんだ。研磨の方法を間違えれば、
どんな宝石でも光ることはない。だからもしかしたらキミたちは「ニセモノの授業」に惑わされ、成果の見込めない徒労を続けている可能性が大いにあり得るのだ。
今、こうしてこの文章を読んでいるキミたちは大学進学を希望しているのだろう。そして、一抹の不安を少なからず抱えていることだろう。それならばぜひ一度、
名城塾の授業を受けてみてほしい。高校生になったキミたちであれば、本物と偽物の区別がつくはずだ。その真偽は、他でもない自分の目で確かめればいい。
キミたちはもともと、「伸びる素質」を持っているからこそ進学校に合格できたんだ。大丈夫。自分を信じてみよう。 名城塾は全力でキミの力になる。

高１生

高３生

高２生

そのまま自らの力のみで最後までたどり着ける生徒は一握りの秀才だけだ。
【
】
【

】

【

】

７/１７（土）～２１（水）

７/１７（土）～２１（水）

７/２４（土）～２８（水）

（各５０分×５日間）

（各５０分×５日間）

（各９０分×５日間）

共通テスト対策英語
18:00～19:30
福高 1 年数学
18:00～18:50
高２古文(学年共通)
18:00～18:50
福
福
焦って今までのやり方でガムシャラに勉強しても、残念ながら諸君が望むような満足する結果は得られないだろう。高校入学後には通用しなくなるものが「ホンモ
共通テスト対策国語
19:40～21:10
19:00～19:50
福高２年英語
19:00～19:50
高 高 1 古文(学年共通)
高
ノ」であるはずがない。「ニセモノ」をつかまされた代償は、諸君の予想以上に大きいものなのだ。
福高 1 年英語
20:00～20:50
福高２年数学
20:00～20:50
７/３０（金）～８/３（火）
高 1 英語
18:00～18:50
高２古文
18:00～18:50
ほとんどの生徒の勉強に対する「理念」は、高校受験の経験を通して確立される。それは多くの場合、受験期に通った塾に大きな影響を受けることだろう。しか
（各９０分×５日間）
共
共
高
1
古文
19:00～19:50
高２数学
19:00～19:50
し、その理念が間違えた形で刷り込まれてしまうと、必ず高校入学後にそのツケを払うことになる。
通
通
共通テスト対策数学
18:00～19:30
高 1 数学
20:00～20:50
高２英語
20:00～20:50
今、こうしてこの文章を読んでいる諸君は大学進学を希望しているのだろう。そして、少なからず一抹の不安を抱えていることだろう。ならばこの夏、ぜひ名城
共通テスト対策数学
19:40～21:10
塾の授業を受けてみてほしい。高校生になった諸君であれば、本物と偽物の区別がつくはずだ。少なくとも、膨らみつつあった塾への不信感は無くなるだろう。
１講座 8,000 円 （税込 8,800 円）
１講座 8,000 円 （税込 8,800 円）
８/５（木）～８/９（月）
諸君はもともと、「伸びる素質」を持っているからこそ進学校に合格できたのだということを忘れないでほしい。必ず艱難辛苦を乗り越えられると信じている。
※テキスト代は一切いただきません。お支払いは授業料のみに
※テキスト代は一切いただきません。お支払いは授業料のみに
（各９０分×５日間）
なります。

なります。

国語 [記述・論述・私大対策]
英語 [記述・論述・私大対策]
数学 [整数問題(二次向け)]
１講座

保護者説明会

（高３生対象）

7/00（土）、00（日） 11：00～12：00
完全対策
講座

℡ 024-523-3103

10,000 円

16:20～17:50
18:00～19:30
19:40～21:10
（税込 11,000 円）

※[共通テスト対策国語]は現・古・漢の３教科行います。
※［記述・論述式対策］は私大、二次対策を兼ねています。
※テキスト代は一切いただきません。お支払いは授業料のみに
なります。

名城塾塾長が進研模試の数学を完全対策！
※受付時間：（月）～（土）午後２時～午後９時、（日）午後１時～午後６時
6/27（日） ※要電話予約
6/27（日） 11：00～12：00
授業料
※必ず事前に電話でご予約お願いします。お申し込みは説明会直前まで受け付けております。ぜひお誘いあわせの上ご参加ください。
高３生共通テストパック
テキスト代
高１ 13：00～14：30 完

024-523-3103

高２ 15：00～16：30

※受付時間：（月）～（金）午後３時～午後９時、（土）午後１時～午後９時
※必ず事前に電話でご予約お願いします。（説明会直前まで受付します。）

全

０円

共通テスト４講座受講で 5,000 円引き

名城塾で、あの「代ゼミ」の授業が受けられる！！
合格へつづく代ゼミの超人気コンテンツはこれだ！

速習講座

ライバルに追いつき、追い越す！
ライバルより「速く」次のステップへ！

過年度の講座を受講し、１年間の学習を短期間で一気に
仕上げることができます！時間の制約が多い現役生には特
にオススメの講座です。合格への近道がここにあります！

モバサテ

「代ゼミサテラインモバイル」が
キミの勉強ライフスタイルを変える！

「モバサテ」はお持ちのタブレット端末・スマートフォン・ＰＣで
サテラインゼミが受講できるサービスです。超一流の授業を
名城塾で受講するもよし！自宅で受講するもよし！

月謝制講座

サテラインゼミが初めての高１～３生を対象に無料ご招待！
〈夏まで待てない！〉 ５講座無料キャンペーン
速習新学年講座
速習夏期講習会講座

１講座 90 分×4 回

14,000 円

１講座 90 分×5 回

17,500 円

１講座 90 分×4 回

17,500 円

最大

料金は全て税込表示です。

他にもまだまだ受験生必見のコンテンツが盛りだくさん！
※詳細は名城塾福島駅前校までお気軽にお問合せください。

５講座 無料 ご招待!!
まで

モバサテを利用すれば、キミの部屋でも代ゼミのスーパー講義が受講可能！
〈令和３年度大学入試合格実績〉（名城塾福島駅前校のみ）

東北大、福島県立医科大、早稲田大、千葉大、埼玉大、
福島大、山形大、新潟大、茨城大、明治大、中央大、立教大…等々、難関大合格者多数！

高校の授業の予習復習から、
受験前の基本事項総復習まで！

定額で何単元でも受講可能な月謝制講座は、弱点の補
強や苦手分野の克服にピッタリ！自分に必要な内容を、ピン
ポイントで受講できます。テスト前には頼りになる講座です！

無料

※（土）13:00～21:00

http://meijojuku.com/

