南高・北高受験生が集う、増進会最上位コース
増進会プレミア

南高・北高 上位合格 東大・北大・医学部 現役合格
2018 年度公立高入試も大激戦。1 月 29 日発表の当初出願倍率では、南高は昨年を 0.2 ポイント上回る 1.5 倍、北高も 1.2 倍の少数激戦となっています。
トップ高合格のためには、高内申点の維持と裁量問題への取り組みが必須。増進会では、当会最上位クラスを「増進会プレミア」とし、南高・北高に上位合
格、そして東大・北大・医学部への現役合格を目指す中高一貫指導クラスを開講し、昨年度から開講クラスを拡充しています。ライバルたちと磨き合う環境
と、精鋭講師陣による質の高い授業で、高校入試にとどまらない、5 年後・10 年後を見据えた学ぶ力をつける指導を行います。

全国高校合格者総数

創立以来

59万3,000名超！
当グループの実績

（FC 加盟塾の合計ではありません）

札幌市内 6 会場で開講！

選抜試験 実施
2/18（日）新中 1 〜 3
同じ志望高を目指すライバルと競い、本番に強くなる。

南高・北高

入試
オープン 無料

新中 1 〜 3 生 増進会プレミア 実施要項
入会基準：試験選抜制、南高・北高志望者で内申ランクA または B。
新中 1 定員 8 名

新中 2 定員 15 名

新中 3 定員 20 名

継続授業

※開講学年は会場により異なります。

「増進会プレミア」は
将来を担う人材を育て、
伸ばします。

入会特典

全額免除！

■指導教科：入試 5 教科
■月
謝：
【新中 1】
32,500円
（税込 35,100 円）
【新中 2】
33,500円（税込 36,180 円）
【新中 3】
34,500円
（税込 37,260 円）

■指導教科：入試
■＝ｃ100ｍ105 教科 ■日数：全 8 日
■テ ス ト：弱点診断テスト・学力コンクール / 合格判定テスト
■受 講 料 ：
【新中 1】15,000 円（税込 16,200 円）
【新中 2・3】20,000 円（税込 21,600 円）
※教材費・テスト代 全て含みます。

志望者だけが集まる、 増進会最上位のコース。 さらに、 クラス担任制
を設け、 的確な指導のもと、 皆さんの南高・北高上位合格に努めます。

学校別に特化した試験対策
継続授業では、中学生は定期試験前に対策を実施。中学校ごと

ら生徒の能力を効率良く引き出し、ハイレベルな指導内容で皆さ

に過去の問題や出題傾向を分析し、徹底対策。また、高校進学

んの向上心と競争心を育て、将来の難関大学現役合格に導きます。

後も南高・北高に特化した定期考査対策を行います。

充実の学習環境

Z 会と提携。
「Ｚ会東大進学教室」

塾生の皆さんには自習室を開放。授業前にも落ち着いて学習することが

高校生になると、次の目標へさらに前進。南高・北高プレミア、そし

可能です。皆さんの学習環境を真剣に考え、理想の環境づくりを心がけ

て Z 会と増進会のコラボレーション『 Z 会東大進学教室』の指導で、

ています。適切な環境で学習することで、
学力向上の意欲がわいてきます。

皆さんの夢の実現へ向け、サポートします。

難関高・難関大学の合格を勝ち取りました。
札幌南高 中 郁和さん

合
格

（札幌平岸中卒 / 南高前会場在籍）

※合格された会員の中から、承諾い
ただいた一部の方を掲載しています。

札幌南高 川中 竣介さん

（札幌西野中卒 / 南高前会場在籍）

高校生活を真に充実させるために必要なのは、生活面において自分を律する

私は中学時代、各地域のトップクラスが集う増進会プレミアで学び、そ

力です。また、学習面において最も大事なのは基礎力です。私は中学時代か

こにおいてのトップを目指しました。信頼できる先生たちとの関係を良

ら増進会プレミアで学び、この２つを徹底的に鍛えることができました。

く保てたおかげで、その努力も苦にならず、第一志望高に合格できました。

2017 年度 ７月全国模擬試験 数学で学年１位 （全国偏差値 84.6）を獲得！

2017 年度 ７月全国模擬試験 英数国総合で学年４位（全国偏差値 85.9）を獲得！

東京大学（文科二類）

合
格

北海道大学（医学部・医）

小６から６年間増進会に通いました。東大見学ツアーでの先

増進会で良かったことは、クラスの雰囲気が良かったことで

輩の話を聞いて東大進学への思いが強くなりました。高１の

す。周りからの刺激と、先生方の熱意のおかげで頑張ること
ができました。中１のころから増進会に通い始めました。約

時に英語を徹底して鍛えたことが、合格の鍵だったと思いま
す。増進会の先生方、今までありがとうございました。

６年の努力が現役合格という形に実って本当に良かったです。 岩佐 拓真さん

石田 駿平さん

※上記以外の諸費用はお問い合わせください。

小・中・高一貫指導。東証一部の学習塾グループ

増進会プレミア中学部は完全選抜制。入会基準を突破した南高・北高

北大学力増進会から厳選された講師だけが指導。自らの受験経験か

合
格

春期講習

完全選抜 (中学部)・クラス担任制

厳選された精鋭講師陣による指導

合
格

3月からのご入会は、入会金・後期教材費・
後期テスト代・後期維持費（2018 年 3 月分）が
3 月はお月謝のみでお通いいただけます

札幌南 6,200 名超
札幌北 6,100 名超

札幌駅前通会場・札幌西本部・札幌北本部・札幌南本部・旭ヶ丘会場・新札幌会場

西高・東高入試オープン
3/4（日）学力コンクール・合格判定テストも選抜試験を兼ねます

創立以来45年間の
南北合格者累計

お申し込み・お問い合わせは、
お電話または Web で

【電話受付時間】午前10時〜午後9時

※日・祝も午後 6 時迄受付。

■中央区・西区・手稲区・小樽市

■北区・東区・石狩市・当別町

札幌西本部 (011)612-5555 札幌北本部 (011)727-5555

■豊平区・清田区・南区・北広島大曲

■白石区・厚別区・北広島市

■江別市

■千歳市・恵庭市

札幌東本部 (011)863-5555 江別本部

381-2662

(011)

札幌南本部 (011) 823-5555
千歳本部

(0123)

22-0100

プレミアエクセル 180206
（株）進学会 本社 / 札幌市白石区本郷通 1 丁目北 1-15
※合格実績は進学会 ( 北大学力増進会 )グループの集団指導部門、個別指導部門及びリテラの塾生を対象に、中学入試は小 6 時、高校入試は中 3 時、大学入試は高３時在籍の継続会員または夏期・冬期講習会員の合格者数です。春期講習・短期ゼミのみの受講生、テストだけの受験生は一切含めておりません。

新中1
新中3

南・北・西・東・旭丘高を目指す選抜コース
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Excelクラス
新中1
新中3

キミの目標が見えてくる！力試しも大歓迎！

選 抜 試験

増進会の選抜試験は問題の質・難度が高い良質のテスト。学校のテスト・日々の学習ではわからない本当の自
分の学力が明らかになります。トップ高志望者の可能性を切り拓くテストで、熱い挑戦心に応えます。

2/

(日)

抜制です。
エクセルクラス」は試験選

※継続授業「

トップ高合格を目指し、入試実践力を鍛え
ます。経験豊富な講師陣が皆さんの目標達
成をサポートします。

3月はお月謝のみで
お通いいただけます！

8名

定員

15 名

春期講習

超割

継続授業 全額免除！

入会特典 3月からのご入会は、 ※ 2018 年 3 月分。

入会金・後期教材費・後期テスト代・後期維持費が

定員

新中３

やる気に満ちた質の高い学習環境を守るた
めに試験による選抜・定員制で実施してお
ります。

※開講学年は会場により異なります。

新中２

試験選抜制・定員制

札幌西本部・札幌北本部・札幌南本部・札幌東本部・環状通東会場・
あいの里会場・新札幌会場・福住会場・千歳本部・恵み野会場

新中１

増進会オリジナルアドバンステキストを使
用。裁量問題など応用力が問われる難問を
毎回の授業で対策します。

無料

札幌圏 10 会場で開講！

目標は南・北・西・東・旭丘高合格。

ゝ

ゝ

裁量問題も徹底演習。

西高・東高入試オープン

3/4（日）学力コンクール・合格判定テストも選抜試験を兼ねます

ゝ

増進会の継続授業
『Excelクラス』
とは

18

南高・北高入試オープン

定員

20 名

2/28（水）までのお申し込みで

【新小 4 〜新中 3】

基本コース

0

講習受講料

弱点診断テストが 1,000 円のところ 無料！

円

※講習中のテスト代別途。

■＝ｃ100ｍ10

小・中・高一貫指導。東証一部の学習塾グループ

お申し込み・お問い合わせは、
お電話または Web で

【電話受付時間】午前10時〜午後9時

※日・祝も午後 6 時迄受付。

札幌西本部 (011)612-5555 札幌北本部 (011)727-5555

■中央区・西区・手稲区・小樽市

■北区・東区・石狩市・当別町

■豊平区・清田区・南区・北広島大曲

■白石区・厚別区・北広島市

■江別市

■千歳市・恵庭市

札幌東本部 (011)863-5555 江別本部

381-2662

(011)

札幌南本部 (011) 823-5555
千歳本部

(0123)

22-0100

プレミアエクセル 180206
（株）進学会 本社 / 札幌市白石区本郷通 1 丁目北 1-15
※合格実績は進学会 ( 北大学力増進会 )グループの集団指導部門、個別指導部門及びリテラの塾生を対象に、中学入試は小 6 時、高校入試は中 3 時、大学入試は高３時在籍の継続会員または夏期・冬期講習会員の合格者数です。春期講習・短期ゼミのみの受講生、テストだけの受験生は一切含めておりません。

