
①面談
現在の学習状況、成績な
どを参考にアドバイスを
行い、受講科目、学習単
元を打ち合わせの上で
決定いたします。

会員と同様に学習指導いたします。
質問につきましては、積極的にできる
環境ですが、質問が少ない場合など、
こちらから生徒さんに声をおかけし、
理解できているかどうかの確認を
しながら進めます。ご安心ください。

科目、単元が決まった
ところで、現在の学力
状況、目標を考慮の
上、担当が的確な教
材を選定いたします。

受講日程、時間帯は、面
談時に希望をお聞かせく
ださい。教室内の座席
数、担当講師の配置を確
認の上、決定いたします。

授業終了時には、宿題も
確認してお渡しいたしま
す。また、学習記録用紙に、
学習日、時間、科目、単元、
教材などを記入し、保護者
のみなさまに学習内容を
お知らせいたします。担当
講師のアドバイス、次回日
程の確認も行います。

②教材の選定 ③受講日時 ④コース受講 ⑤授業終了時

受付時間／11：00～21：00（日・祝休み） info@topzemi .co . jp トップゼミ 検 索

お申込み・お問い合わせ・ご相談は教室は全て地下鉄駅そばにあります。お近くの教室をお選びください。

■澄川本部教室　☎011-817-5233
■新札幌教室　☎011-895-1661
■麻 生 教 室　☎011-708-8055

■栄町本部教室  ☎011-704-1717
■大通東教室  ☎011-272-0018
■琴 似 教 室  ☎011-215-5959

※授業中は対応できない場合もございます。ご了承ください。 ☎011-895-1661新札幌教室・麻生教室

☎011-817-5233澄川本部・琴似教室
☎011-704-1717栄町本部・大通東教室

個別指導 ●数検準会場資格登録校　●英検準会場資格登録校

●小学生コース　●中学生コース　●高校生コース

第一志望校合格のために
トップゼミナールの

個別指導で学力を伸ばす!!

春期講習会 受講生募集

第一志望校合格のために、
この春、重要単元の総復習を進め、
新しい学年に向けての準備を！！

コース

時 間

受講料

内 容

春期講習会 総合コース

中 学 生 高 校 生 小 学 生
新中学３年生 新中学２年生

１日1.5時間
計5日間

２科目指導（算・国）

１日２時間
計７日 間
５科目指導

１日２時間
計７日 間
５科目指導

3,300円11,000円

新中学1年生

１日1.5時間
計 6 日 間
5科目指導
5,500円11,000円

小学生（新６・新５・新４）

私立高校

公立高校

私立大学

国公立大学
北海道大, 札幌医大, 小樽商大, 北海道教育大, 札幌市立大, 室蘭工業大, 北見工業大, はこだ
て未来大, 釧路公立大, 名寄市立大, 千歳科技大, 東京外語大, 一橋大, 大阪大, 筑波大, 弘前
大, 岩手大学, 金沢大学, 秋田大学, 高知大, 高崎経済大, 福島大,など

慶應義塾大, 早稲田大, 立教大, 明治大, 同志社大, 法政大, 青山学院大, 中央大, 明治学院大, 
立命館大, 東京理科大, 東京農大, 東洋大, 日本大, 専修大, 東京経済大, 東海大, 北海学園大, 
北星学園大, 藤女子大, 天使大 ,酪農学園大, 北海道医療大, 北海道薬科大, 北海道科学大, 北
海道文教大, 札幌学院大, 札幌大, 札幌国際大, 北海道武蔵女子短大など

札幌南, 札幌北, 札幌西, 札幌東, 札幌旭丘, 札幌開成中等教育, 札幌国際情報, 札幌手稲, 札幌月
寒,札幌藻岩, 札幌北陵, 札幌新川, 札幌平岸, 札幌清田, 札幌啓成, 札幌稲雲, 札幌白石, 札幌平
岡, 札幌東陵, 札幌厚別, 札幌真栄, 札幌西陵, 札幌丘珠, 札幌南陵, 北広島, 石狩南, 大麻, 千歳,
札幌啓北商業, 札幌東商業, 札幌工業など

立命館慶祥, 札幌光星, 札幌第一, 北海, 札幌日大, 札幌聖心女子, 北星女子, 東海大学付属札
幌, 北海学園札幌, 札幌大谷, 札幌創成, 札幌北斗, 北星学園大附属, 北海道科学大, 札幌龍谷,
札幌静修,など

新高校３年生・新高校２年生・新高校１年生

１日２時間
計７日 間

２科目指導（数・英）
11,000円

個別指導トップゼミナール、トップゼミナール数学教室パスカルの春期講習会におけるメインコースです。各科目ともに、基本事項の確認、理解から、
練習問題、発展問題の演習へと結びつけていきます。弱点克服、応用力の養成など、第一志望校合格を実現するために、一人ひとりの希望に沿った
学習内容を組み立てていきます。トップゼミナールの第一志望校合格のための学力養成コースです。
●中学生：公立高校入試対策指導・内申ランク向上対策指導 ●高校生:大学入学共通テスト対策指導 ●小学生:教科書内容定着指導・応用力養成指導
■指導教室 ： 澄川本部教室　栄町本部教室　新札幌教室　琴似教室　麻生教室　大通東教室

●中学生 ： 新中１・新中2・新中３ 国語・数学・社会・理科・英語から２科目選択
●高校生 ： 新高１・新高2・新高3 数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ・数学B、英語長文読解、
　　　　　　　　　　　　　　　　英語文法から２科目選択
●小学生 ： 新小４・新小5・新小６ 算数・国語

●中学生 ： １日120分×５日間
●高校生 ： １日120分×５日間
●小学生 ： １日 60分×５日間

※4月3日は、北海道学力コンクール実施のため指導はありません。

※価格は全て消費税込みです。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦休 講 休 講進路
指導日

新学期
通常授業

実施日と時間帯

春期講習会5日間体験コース

学習指導の流れ

3月２６日（木）から4月2日（木）の中で5日間

学年・
教科

①苦手克服指導、基礎学力定着の指導 ②入試対策、総合演習内容
※個別指導を通して、生徒のみなさまが抱える学習課題を克服して成績の向上に結び付けます。
　また、一人ひとりの個性に合わせた学習方法のアドバイスを行います。毎日の家庭学習方法も指導いたします。

トップゼミナールがおすすめする無料体験と春期講習会を融合した体験コースです！！ 個別指導トップゼミナール
の指導方法を知りたいというみなさまにおすすめです。春休みの予定に合わせて５日間をお選びください。

※新中1は1日90分×5日間

トップゼミナールは今年で35周年。会員卒業生は、累計3,000名を突破！
トップゼミナールでは、国公立大学、私立大学、公立高校、私立高校、私立中学など、数多くの進学実績を残しております。

北海道学力
コンクール

全教室受講料０円

時間

期間

受講時間帯は教室により異なりますので、お問い合わせください。

コース基 礎 力 ア ッ プ
自分の弱点克服のために、科目や単元などを選択して、
教科書内容の理解から出発する基本を重視したコースです。
〈特徴〉
自分の弱点克服のために、科目や単元などを選択して、
教科書内容の理解から出発する基本を重視したコースです。
〈内容〉
中学生  教科書の内容を中心に基本事項を身に付けることを
一番の目標とする基礎力定着指導
〈学年・時間・受講料〉
中学生（新中３・新中２・新中１）
１日９０分６日間  ５科目から選択  5,500円

全教室受講料０円!
教材費2,200円〔税込〕）


