
一生の財産になる

「そろばん式の暗算力」

を身につけます。

「速読」教室、美濃加茂地区初。
 いよいよ開講です。

年長～小学６年

新規入塾生（全コース）・夏期短期入塾生（算数・国語のみ）先着順受付開始。

可児高・加茂高・関高・多治見北高
「エグゼクティブクラス」限定開講です。

志望
限定

可児校で大好評！！ 幼児からの速読とそろばん教室、「ジーニアス速算教室」も美濃加茂校に登場。

中学部 中１・中２・中３生
夏期講習受講生・通年入塾生募集

【立志塾高校受験科】 

小学部 年長・小１～小６生
新規入塾生・夏期短期入塾生募集

【国語・算数・立志速算教室 ＋ 速読トレーニング】 

立志塾中３生エグゼクティブクラス（可児校）2011年高校合格実績

エグゼクティブクラス公立受験者

20名中

可児高校12名／加茂高校5名／多治見北高校１名ほか

可児高
加茂高
多治見北高100%

18名が
公立志望校全員　　　 　　合格

「できる子」を募集するのではなく
「できる子を目指し一緒に成長していく」
それが立志塾の「エグゼクティブクラス」。

2008年度立志塾中３K君
（可児高校合格）
中３の４月入塾時の学校の実
力テスト250点台から、最終
的に岐阜新聞テストで422点
まで伸ばし、見事可児高校に
合格。現在東大を目指して頑
張っています。（立志塾高校
部大学受験科在籍）

▶めざすは！！「東大・京大・難関大学を目指せる高校生に！」

やる気
重視！！

全５回の無料体験同時受付中［ 右の日程・時間帯から希望日時を５回選択してください。  ］
7/4（月）・5（火）・7（木）・13（水）・19（火）・21（木）
時間／Ⅰ部・・・19:10～20:10　Ⅱ部・・・20:30～21:30

（年長は速算教室のみ）
入塾&夏期講習会説明会  7/2 （土）・9 （土） 小学部

速算教室
ジーニアス

Ⅰ部／11:00▶12:00
Ⅱ部／14:00▶15:00

入塾&夏期講習会説明会  7/2 （土）・9 （土） 中１・中２生

中３生

17:00▶18:00
19:00▶20:00

362
395

422

点数

350

400

450
偏差値

立志塾中３生K君の岐阜新聞テストの推移
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第１回
（8月31日）

第２回
（10月5日）

第３回
（11月9日）

センター英語で

Summer Fes.2011

点とる会

高校部
夏期講習受講生・通年受講生募集

夏期講習受講料／13,000円～
（１講座90分×5回～）

高３生

高１・高２・高３生

高１・高２・高３生

【立志塾大学受験科】 あなたに「圧倒的な結果を出してもらう」自信が、立志塾にはあります。

提携校

2011年度
Ｚ会の教室
合格実績

東京大学 282名（現役261名） 京都大学 86名（現役76名）
一橋大学   92名（現役 82名） 東京工業大学 62名（現役54名）
 （。んせまみ含は者験受のみの試模びよお者講受のみの育教信通会Ｚ。すで数者格合のみの）生習講・生科本（室教の会Ｚ＊ 2011年5月26日判明分）

立志塾大学受験科講師 
英語担当／長瀬正志

立志塾大学受験科講師 
数学担当／藤井隆司「藤井の

数学」

「長瀬の
英語」

生徒からの質問
「人気ナンバーワン」、
愛ある藤井の
「センター数学演習道場」！！

圧倒的なアツさと厳しさで
「センター英語９割突破」
をめざす！！

【立志塾大学受験科】 ライブ授業！

あの「伝説の会」が夏に！！８/11（木）・12（金） at アーラ

「センター英語で190点とる会 Summer Fes」2011

「１週間」の無料体験入塾実施中
［立志のライブ授業！、映像授業、 自習室の全てを体感！］

センター190点
とる会

先着順お申し込み
同時受付中！！

東京大学　
立志塾可児校 S 君（帝京可児高校）

文科
Ⅲ類

その他の国公立大学

東京工業大学 工学部第６類
名古屋大学 医学部保健学科
岐阜大学 教育学部
静岡大学 人文学部／静岡大学 工学部
富山大学 工学部／富山県立大学 工学部

私立大学

早稲田大学 国際教養学部
早稲田大学 人間科学部
慶應義塾大学 法学部
上智大学 法学部

明治大学 政治経済学部／明治大学 文学部／立教大学 法学部
立教大学 文学部／法政大学 経営学部／中央大学 法学部

同志社大学 生命医科学部／理工学部／立命館大学 生命科学部／政策科学部／経済学部 他
南山大学 経営学部／愛知大学 経営学部／名城大学 薬学部／理工学部／農学部

他私立大学多数

立志塾 2011年大学受験合格実績

7/28（木）スタート！！

7/25（月）スタート！！

7/25（月）スタート！！

可児校にて開催
7/5（火）・12（火）

15（金）・19（火）・22（金）
時間：PM4:30▶PM5:30／PM5:40▶PM6:40

立志速算教室入塾要項

速算教室
学年

開講曜日（週１回または２回選択）

開講　　　　　　　　　　
時間　　　　　　　　　　

授業料/月

年長～小６生

4,200円（週１回）／6,300円（週２回）

火
ー
○

木
ー
○

金
○
○

１部 ： PM4:30～5:30
２部 ： PM5:40～6:40

※入塾時に入塾金と半期諸経費が別途必要です。
※兄弟姉妹入塾特典（入塾金免除および学費割引）あります。

立志速算教室
【そろばん教室】　対象／年長～小６

可児校にて開催
月曜開催

7/4（月）・11（月）・25（月）
時間：PM4:30▶PM5:30（1部のみ）

幼児部／ジーニアス速算教室
【速読 + そろばん】　対象／年長～小２

ジーニアス速算教室

Genius
Fast calculation , Fast reading by Risshijuku

「そろばん＋速読」で
「できる子」を育てる。
対象／年長～小２生

「天才への扉」を開ける
ジーニアス。

無料お試し体験 無料お試し体験 無料お試し体験
可児校にて開催

7/5（火）・7（木）・12（火）
14（木）・19（火）・21（木）

時間：PM5:40▶PM6:40（２部のみ）

下記の開講曜日・時間から受講希望曜日・時間をお選びいただけます。

エグゼクティブ個別（国語・算数）入塾要項

思考の算数　　 深思の国語
学年
開講曜日

開講　　　　　　　　　　
時間　　　　　　　　　　

授業料/月

小１～小６生　　　小１～小６生

4,200円　　　　6,300円

火
○
○

水
○
○

金
○
○

１部 ： PM4:30～5:30
２部 ： PM5:40～6:40

※入塾時に入塾金と半期諸経費・教材費が別途必要です。
※兄弟姉妹入塾特典（入塾金免除および学費割引）あります。

下記の開講曜日・時間から受講希望曜日・時間をお選びいただけます。

ジーニアス速算教室入塾要項

ジーニアス速算教室
学年

開講曜日（週１回または２回選択）
開講時間　　　　　　　 

授業料/月

年長～小2生

6,300円（週１回）／10,500円（週２回）

火
○

木
○PM4:30～5:30

※入塾時に入塾金と半期諸経費が別途必要です。
※兄弟姉妹入塾特典（入塾金免除および学費割引）あります。

下記の開講曜日・時間から受講希望曜日・時間をお選びいただけます。

小学部／エグゼクティブ個別
【国語 + 算数】　対象／小１～小６

「エグゼクティブ」クラスを
めざす個別指導。

めざせ！クラスで一番

計算のできる子へ。

速読・速解トレーニング

立志式個別
国語・算数

エグゼクティブ
思考の算数・深思の国語

速読
速読訓練と思考の算数、
深い思考と速読力を。

ま
ず
は
、

難
関
国
公
立
大
学
。

※18日は休講です。

国
語「速読教室  」「思考の算数」＆エグゼクティブ個別夏期

講習会

「１学期分完全復習」全８パック
英語　□１学期完全復習パック
数学　□復習パックＡ／正の数・負の数①　　□復習パックＢ／正の数・負の数②
　　　□復習パックＣ／文字と式①　　　　 □復習パックＤ／文字と式②
理科　□復習パックＡ／植物①　　　　　　 □復習パックＢ／植物②
社会　□１学期復習５回フリーセレクト／歴史３回、地理３回から５回の講座を選択
「エグゼクティブ実力養成」全２パック
□中１英数実力養成エグゼクティブパック　□中１理社実力養成エグゼクティブパック

「１学期分完全復習」全８パック
英語　□１学期完全復習パック
数学　□復習パックＡ／式の計算①　　　　□復習パックＢ／式の計算②
　　　□復習パックＣ／連立方程式①　　　□復習パックＤ／連立方程式②
理科　□復習パックＡ／電流①　　　　　　□復習パックＢ／電流②
社会　□１学期復習５回フリーセレクト／歴史６回、地理２回から５回の講座を選択

「エグゼクティブ実力養成」全２パック
□中２英数実力養成エグゼクティブパック　□中２理社実力養成エグゼクティブパック

中１生 夏期限定個別指導講座内容 中２生 夏期限定個別指導講座内容

夏期講習会
「直前説明会」

＆
「５日間の無料体験」
お申し込み受付中！！

夏期終了後継続入塾で

入塾金無料

▶中３生「実力テストで素早く正確に」点を取る講座 高校入試エグゼクティブ講習会

▶中１・中２生は ①「夜の本科講座〔２学期の予習〕」 ＋ ②「昼の個別指導〔１学期の復習＆実力アップ養成〕」

【５教科コース 5時間授業×全19日間】

【５教科コース １日140分×全12日間】

中３生 ◆日程 8/1・2・3・4・5・6・8・9・10・16・17・18・19・22・23・24・25・26・27　◆時間 10:00～15:10（50分×5）
受講料：46,200円

中１・中２生①講習会本科講座▶
中１生・中２生　◆日程 7/29・8/2・3・5・9・10・16・17・19・23・24・26・（火・水・金） ◆時間 19:10～21:30（火曜日は19:10～22:00）

受講料：23,100円 ２教科or5教科コース選択可能！！

※日程には模擬試験を一日含みます。

◆時間　Ⅰ 部／10:00～12:00（120分） Ⅱ 部／13:00～15:00（120分）
　　　　から選択

「１学期分完全復習」＆
　　　　　　　「エグゼクティブ実力養成」パック

受講料：各13,000円

◆日程 　8/1・2・3・4・5・6・8・9・10・16・17・18・19・22・23・24・25・26
　　　　から希望日選択（５回１パック）

②夏期限定個別指導講座（全20パック）▶

19,950円
23,100円

募集しません
46,200円

中1・2生 中3生

「立志」の夏期講習会はコース選択制。

※受講コースによって受講スケジュールが異なります。詳しくはお問い合わせください。
※中３生は受講料の他に、模擬試験代として別途3,150円が必要となります。

２教科コース（英語・数学）
５教科コース（英・数・理・社・国）

主要２教科の英語・数学と、５教科の
２つのコースから選べます（中１・中２生）。
※中３生は５教科コースの受講が必須です。

夏休みだけの短期
受講もOKです！

◆日程　8/2・3・5・9・10・16・17・19・23・24・26から希望日を自由選択
◆時間　Ⅰ 部／16:30～17:30（60分）　Ⅱ 部／17:40～18:40（60分）から選択
６０分授業
× 4回

国語（速読）
思考の算数

7,450円
5,250円

６０分授業
× ８回

国語（速読）
思考の算数

14,900円
10,500円

※受講料には基
　本のテキスト代
　が含まれます。

無料体験お申し込み 無料体験授業参加 体験後入塾お申し込みご連絡 正規授業スタート立志塾ご入塾までの流れ お電話で説明会お申込 説明会ご参加

エグゼクティブクラス入塾テスト実施中
入塾にあたっては入塾テストを受験いただきます。ただし、入塾の可否に関してはこの入塾テストの点数のみによって判断するもので
はありません。期末テスト、本人の思いや取り組み姿勢等を含め総合的に考慮いたします。

当日「入塾テスト
予習プリント」配付

全学年開講記念 入塾金０円【８月入塾生/夏期講習生】
※夏期講習会受講生は継続入塾時入塾金無料 0120-920-577

▼フリーダイヤルで「説明会　　希望」とお伝えくださいまたは
無料体験

We will help you with the success experience for your future. 

※無料体験からのお申し込みもOKです。

立志のライブ授業
立志塾 高校部 大学受験科

東大
合格


