
冬 期 講 習
2021年

山手進学会では、21年度冬期講習を下記のとおり開催いたします。
いわゆる『受験テクニック』を詰め込むだけではなく『あたりまえの勉強をあたりまえにやる習慣をつける』ことを各学年とも
最大の目標にしています。4年生は今までの総復習を行うチャンスです。5年生は予習を行い、新学年で良いスタートが
切れるようにします。小学6年生はもうすぐ入試、がんばる君たちをとことん応援します。

学年 講 習 内 容 教科・時間 講習費

小3
Jr予習シリーズ3の既習範囲の復習が中心、予習シリーズ４
上への橋渡しをします。

算国… 1:25~3:00 2科…16,000円

小4
2月から予習シリーズ5年上をはじめるため、予習シリーズ4
上・下で学んだ重要事項（一部予習事項を含みます）を完
全に網羅します。

算国… 9:00~11:05
理社…11:10~12:30

2科…19,000円
4科…27,000円

小5
予習シリーズ5下・6上の予習事項中心です。今まで追われ
気味だった生徒も、2月の新学年からは少し余裕をもって取り
組めるようになります。

算国… 9:00~12:15
理社… 1:00~ 3:25

2科…24,000円
4科…36,000円

小６
中学受験で必要な単元事項の総仕上げです。スピードアップ
を図ることが最大の目的です。社会は時事問題も扱います。
入試本番での完全合格を目指します。

算国… 9:00~12:15
理社… 1:00~ 5:10

2科…22,000円
4科…41,000円

■冬期本科日程 ＜12/25～29、1/4～7（全９日間 1/7は冬期まとめテスト）＞
※下記講習代はテキスト代・テスト代を含みます

※小6の4科を受講される方は、前もって『ニュース最前線2020』をご用意下さい（当塾でも実費販売致します）
※1/7に冬期まとめテスト（小3・小4・小5はアタックテスト、小6は入試特訓、以上すべて解説含む）を行います。
本テストは山手進学会入会資格およびランク認定試験となります。なお、テスト範囲には全学年とも予習事項は含まれません。
テスト時間：小3…13:30~15:30/小４…16:00~19:30(2科~18:10)/小5…13:30~17:30(2科~16:00)/ 

小6…13:30~19:00(2科~16:30)
※2科：算国です（理社のみは受講できません）

小学生部門

学年 講 習 内 容 教科・時間 講習費

小６

テスト→解説の繰り返しによって、限られた時間内に最善の答
案を作成することが最大の目標です。詳しい解説指導を通じ、
問題を解くにあたっての着眼点、正答へのプロセス、出題傾向
など、徹底的に分析・網羅します。各自のレベルに応じ、目標
点を設定し切磋琢磨します。

理社… 9:00~12:00
算国… 1:00~ 7:00

2科…19,000円
4科…25,000円

■正月特訓日程＜12/31、1/1・2・3（全4日間 1/1は午前中なし）＞

■申し込み受付
※本講習への参加は、当教室への入会の是非を問いません。お申し込みはお電話（045-623-7117)
または、当塾ホームページのお問い合わせフォームにて承ります。

※本講習参加による入会の強制はいたしません。入会ご希望の方は、
来塾時にお渡しします 『教室案内』の通りとなります。

※受付日時は、午後1：00~（土日は午前10：00~）です。
HPでのお問い合わせは、当時間外でも受け付けています。

HPは検索画面より
”山手進学会”で検索



IT’s NEW

塾弁いらず、家庭の
時間を大切にします

一人一人にきめ細かく対応
緊張感＋アットホームな授業展開

小6年間総費用(合宿費込)約80万
他と比べてみてください

算数・理科担当Ｓ先生

都内進学塾にて多年にわたり大学受験は
もとより、小・中学生の受験指導にあたり、
有名国私立中～大へ送り出した生徒多数。
勉強方法についてはノートのとり方に至る
まで目を配り、進路指導も的確。また、そ
のポイントをついた授業はわかりやすくて
いねい。東工大卒

国語・社会担当Ｎ先生

有名中高受験塾にて教室に立ち続ける。
特に国語・社会の苦手だった生徒たち
を、たちまち得意科目に変えてしまう妙
技はまさに神業級。指導力とそのわか
りやすさには定評があり、当教室のモッ
トー「できるまで、わかるまで」を地でい
く熱血指導ぶり。立教大卒

他プロ講師陣

私たちが教えています！

小学部門／四谷大塚首都圏提携塾
中学部門／難関校受験・内申対策

TEL 045-623-7117 FAX(自動受信) 045-211-4003
E-mail : fwjcc5105@nifty.com

（横浜山手特訓教室）
横浜市中区上野町2-65北方郵便局2Ｆ
HPは検索画面より”yamateHP ”で検索
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上野町バス停

1/15（土）
または

1/22（土）
（対象：新小3～新小6）
午後1：00～2：00
どなたでも参加可。無料。

小学部新年度塾説明会

新小3…2/7（月）
午後5：00～6：35

新小4…2/5（土）
午後4：30～7：15

オリエンテーション＋第1回算数授業

新小5・6…2/7（月）
午後5：00～7：15

1週間無料体験できます。
（諸経費1000円）

新小3～6新年度開講

当教室生の中学合格実績
過去22ヵ年中学合格者数

303名中

2/7（月）から開講
2月毎週月木(内申クラス)または
毎週火金(先進クラス)いずれも

午後7：30～9：05
テキスト代2科1,000円のみで参加可

新中1英数入門講座

聖光学院 10名 女子学院 1名

渋谷教育渋谷 4名 麻 布 1名

広尾学園 7名 浦和明の星 3名

フェリス 3名 慶應普通部 3名

慶應湘南1次 2名 洗足学園 10名

浅 野 11名 学芸大世田谷6名

頒栄女子 1名 市立南 4名

芝 4名 サレジオ学院6名

中央横浜 13名 鎌倉学園 8名

青山学院 3名 横浜共立 12名

東洋英和 1名 青山英和 13名

香 蘭 1名 逗子開成 11名

横浜雙葉 2名 学習院+女子 2名

明大中野 1名 立教池袋 2名

法政第二 8名 鎌倉女学院 16名

攻玉社 3名 神奈川大附 18名

山手学院 22名 都市大付 1名

桐蔭+中等 7名 公文国際 6名

高 輪 5名 東京女学館 2名

田園調布 5名 森村学園 2名

国大横浜 36名 青 稜 3名

湘南学園 5名 湘南白百合 2名

品川女子学院6名 清泉女学院 6名

日大+日藤 23名 神奈川学園 10名

関東+六浦 44名 横浜女学院 55名

藤嶺藤沢 7名 捜 真 7名

その他 107名

国大横浜小 63名 立野小 49名

北方小 44名 元街小 30名

間門小 23名 本牧小 22名

大鳥小 21名 精華小 10名

石川小 7名 根岸小 6名

関東学院小 6名 山元小 4名

その他 18名

※講習生・短期在籍生は含みません

出身小学校

超難関校(聖光・フェリス)への合格者
も多数出ています

分かりやすさに
定評あり

◎

◎

在籍生平均半年で

偏差値５ずつアップ！

通常授業の終了時刻は

遅くとも午後７：２５

圧倒的なわかりやすさ

山進オンリーワンの授業

大手塾に真似できない

コストパフォーマンスの高さ

山手進学会／小学生部門

２７年目の実績と信頼

幅広い合格校と合格率の高さ
超難関校（聖光・フェリス等）合格者も多数 塾弁いらず、家庭の時間を大切にします

一人一人にきめ細かく対応
緊張感＋アットホームな授業展開

小６総費用（合宿費込）約８０万円
他と比べてみてください。


