
志 学 会 は 塾 生 ひとりひとりを 大 切 にして 、プロ の 講 師 がきめ 細 か な 指 導 を 行う学 習 塾 で す 。

集団指導
＋

個別指導

集団指導
＋

個別指導
志学会は全科目

専任講師による万全の
指導体制

学力を伸ばすなら志学会「わかるまで、できるまで教えます」学力を伸ばすなら志学会「わかるまで、できるまで教えます」

Where there’s a will, there’s a way.
「意志あるところに道あり」

小
４
・
５

中
１
・
２

小
６

中
　
３

全国模試（2月4日㈯）を無料で受験できます。
冬期講習会から入会する生徒は1月分の
月謝が無料になります。

1
2

1
2

1
2
3

4

3

2

1 志学会学力判定テスト（2月4日㈯）を無料で受験できます。
学年末テスト用「学校ワーク演習ノート」を進呈します。
冬期講習会から入会する生徒は1月分の月謝が
無料になります。

2022年11月19日㈯北海道学力コンクール
を無料で受験できます。
中学校別学年末テスト対策プリント集を進呈します。

中学校別学年末テスト
対策授業（3日間）を
無料で受講できます。
中3単科コースを
2科目無料で受講できます。

※冬期講習会生に限り志学会合格講座（2023年1月28日㈯～2月28日㈫ 
　受講費用/39,600円）を受講することができます。

冬期講習会生・    入会生受付中小4～小６
中１～中３
高１～高３
　高卒

小1～小６
中１～中３
高１・高2

志学会は塾生の毎日の学習習慣を大切にして、ひとりの例外もなく塾生の学力を伸ばす塾となることを目指します。

私教育を通して地域社会への貢献を目指す

入会・テスト受験・見学等のお申し込み、各種お問い合わせ〈電話受付時間／午前10時～午後9時〉
TEL.0157-22-6666 http://shigakukai-web.jpまたは

努力の大切さを伝えたい

北見本部 北見市北1条西1丁目一燈ビル1F・2F

TEL.0157-22-6666

志学会は小1から大学受験まで小・中・高一貫指導の私的教育機関です。

北見駅前校
高1・高2・高3・高卒    TEL（0157）22-6659

旭川市5条通12丁目 ツインクル5条ビル1F
TEL.0166-21-6662  FAX.0166-21-7771東高前校

旭川5・12校 旭川市5条通12丁目 ツインクル5条ビル1F
TEL.0166-21-6663  FAX.0166-21-7771

旭川市旭神3条5丁目2 BOOKOFF旭川旭神店2F
TEL.0166-85-7888  FAX.0166-85-7919旭 神 校
旭川市永山9条4丁目6-5
TEL.0166-40-0200  FAX.0166-40-0201永 山 校

全国模試（2月4日㈯）を無料で受験できます。
冬期講習会から入会する生徒は中学入学準備講座
（2023年1月16日㈪～3月17日㈮）の1月分の
月謝が無料になります。

小4
全国模試
（2/4） 特典冬期講習会

〈7日間〉

全8日間
※ガイダンス、冬期学力診断テストを含む

小5
全国模試
（2/4） 特典冬期講習会

〈9日間〉

全10日間
※ガイダンス、冬期学力診断テストを含む

小6
全国模試
（2/4） 特典冬期講習会

〈11日間〉

全12日間
※ガイダンス、冬期学力診断テストを含む

全13日間中2 ※ガイダンス、冬期学習指針テストを含む

冬期講習会
〈12日間〉

志学会学力判定テスト
（2/4） 特典

全13日間中1 ※ガイダンス、冬期学習指針テストを含む

冬期講習会
〈12日間〉

志学会学力判定テスト
（2/4） 特典

中3全20日間※ガイダンス、志学会合格判定テスト、
　合格出陣式を含む

冬期講習会
〈16日間〉

中学校別学年末テスト対策授業
〈3日間〉 特

典
北海道学力コンクール（11/19） 単科コース（2科目）

～志学会は、生徒のみなさんに安心して登塾していただけるようにコロナウイルス感染の予防を徹底しています～
①全教室・エントランスに消毒液を設置　　②全職員・全生徒のマスク着用　　③定期的な校舎内・教室の換気・消毒　　④入館者全員に検温の実施

志学会は様々な特典で君の努力をサポートします!!冬期講習会受講特典

2022年度 公立高校合格実績
志学会生の努力と志学会の指導力が生み出した

抜群の合格実績
志学会1教場、北見本部の実績です。

北見北斗・柏陽に合格76.7％が中学1年生4月から
3年間志学会に
通っていた塾生の

中3
塾生の 北見北斗に合格58.1％が

北見北斗高校77名志学会生
合格者

推薦合格者
10名含む

北見柏陽高校 25名志学会生
合格者

札幌東高校 1名

推薦合格者4名含む

北見緑陵高校 17名志学会生
合格者

志学会生
合格者

志学会受験生  全 員 合 格

北見北斗理数科 19名
志学会受験生 全員合格

志学会生
合格者

理数科合格者
40名中

占有率

47.5%
志学会受験生  全 員 合 格

理数科合格者含む

中3父母説明会
■時間／13:30～15:00（受付13：00～）
■会場／志学会北見本部A教室

10/22●土

昨年から大きく変更になった公立高校入試や
2022年度の北見地区の高校入試状況につい
て詳しくご説明いたします。この説明会は、志学
会の塾生ではないお子様の保護者様でもご参
加いただけます。ぜひご参加下さい。

北見北斗合格なら志学会!

志学会のきめ細かな指導で北見北斗受験生を徹底サポート！！

中3北見北斗理数科受験コース
中3北見北斗普通科受験コース

30th Anniversary 志学会は
創立30周年を迎えました。

これからも志学会は心を込めたきめ細かな指導で北見の子供達を鍛え育てて参ります。

講　　習　　期　　間 講 習 会 コ ー ス  ・  時 間 テ　　ス　　ト 費　　用学 年

小4

小5

小6

中1

中2

中3

全13日間

全20日間

全13日間

全8日間

※冬期講習会ガイダンス・志学会合格判定テスト（12/10）、合格出陣式（12/9）、第4回北海道学力コンクール（11/19）、
　中学校別学年末テスト対策授業：3日間を含む

12/24・26・27・29・30・1/4・5・7・9・10・12
※冬期講習会ガイダンス・冬期学習指針テスト（12/17）、志学会学力判定テスト（2/4）を含む

12/24・26・27・29・30・1/4・5・7・9・10・12
※冬期講習会ガイダンス・冬期学習指針テスト（12/17）、志学会学力判定テスト（2/4）を含む

標　　準／14：00～16：10
英才・特進・標準／18：00～20：10

標　　準／14：00～16：10
特進・標準／18：00～20：10

■冬期学習指針テスト（12/17）
■北海道学力コンクール（1/10）
■志学会学力判定テスト（2/4）

■冬期学習指針テスト（12/17）
■北海道学力コンクール（1/10）
■志学会学力判定テスト（2/4）

31,900円

31,900円

特　　進／14：00～16：10
標　　準／14：00～16：10

■冬期学力診断テスト（12/17）
■小学生学力コンクール（1/11）
■全国模試（2/4） 23,100円

12/26・27・1/7・9・10・11
※冬期講習会ガイダンス・冬期学力診断テスト（12/17）、全国模試（2/4）を含む

全10日間12/26・27・29・30・1/5・7・9・10
※冬期講習会ガイダンス・冬期学力診断テスト（12/17）、全国模試（2/4）を含む

全12日間12/26・27・29・30・1/4・5・7・9・10・11
※冬期講習会ガイダンス・冬期学力診断テスト（12/17）、全国模試（2/4）を含む

19,800円

■冬期学力診断テスト（12/17）
■小学生学力コンクール（1/11）
■全国模試（2/4）
■冬期学力診断テスト（12/17）
■小学生学力コンクール（1/10）
■全国模試（2/4）

標　　準／10：10～12：20

特　　進／14：00～16：10
標　　準／14：00～16：10

12,100円

英才・北斗理数・特進・
北斗普通・標準／9：00～12：20

■志学会合格判定テスト（12/10）
■第4回北海道学力コンクール（11/19）
■第5回北海道学力コンクール（1/11）

48,400円※4日間のうち2日間の登塾となります
●英才・北斗理数・特進…12/20、22　●北斗普通・標準…12/19、21

12/19～23の期間は以下の時間になります。
■全コース／19：00～21：10

12/17・19・20・21・22・23・24・26・27・29・30
1/4・5・7・9・11

冬期講習会

初めて志学会の講習会に参加する皆さん
を対象に、講習会授業が始まる前に、志学
会のシステムや授業について詳しく説明を
します。また、実際に授業や個別指導まで
の流れを体験してもらいます。

初参加生準備講習

初参加
でも
 安心!!

中3
中1・2
小学生

12/12●月 19：30～21：30
12/19●月 19：30～21：30
12/19●月 16：30～18：30

全国統一
中学生テスト

【対象】中学1・2・3年生
【試験会場】志学会北見本部

今やるべきことが、はっきりわかる。
学力を伸ばすための模試

主
催

10/30●日
この秋から全国統一中学生テストが

大きく変わります！

無料でご招待します。

「全国統一中学生テスト」は、この秋から3段階別の学力
測定を実施します。基礎・標準・難関の3段階で、科目別
に「自分はどこまでできるのか、どこが課題なのか」を判
定。基礎・標準は、教科書の例題～章末問題、高校入試
レベル。難関の一部では、大学受験の「大学入学共通テ
スト」も意識した内容で、「思考力を問う」問題に挑戦で
きます。

基礎・標準・難関の3段階の学力判定!

全国統一
小学生テスト

【対象】年長生・小学1・2・3・4・5・6年生
【試験会場】志学会北見本部

やるべきことが分かるから、
勉強が楽しくなる！

無料でご招待します。

「全国統一小学生テスト」は、学力を測るだけではなく
学力を伸ばすための模試です。志学会では、テストに向
けて各学年に「対策授業」、テスト後には「見直し勉強指
導」を行います。初めて受験される方も安心して受験し
ていただけます。また保護者様には、「父母説明会」「成
績返却会」を実施します。詳しい日程・時間は志学会ま
でお気軽にお問い合わせ下さい。

■対象：中学3年生　■科目：数学・英語・HR
■内容：公立高校入試に向けて、数学・英語の応用力・
実戦力を鍛えます。志望校別、学力別にコースを分け
て志望校合格へ向けて得点力アップを目指します。
※第一志望校合格に向けて最適なコースをご提案いたします。
　参加希望の方は、お気軽にご相談下さい。

中3生対象

高校入試攻略講座
11/12●土
13：00～16：00

参加
無料

■対象：中学1年生・2年生 
■科目：数学・英語（各60分）
■内容：各中学校毎に実施される後期中間テストに向
　　　 けて数学・英語の重要項目の授業を行います。
　　　 特進・標準コースにクラスを分けて、学力別に
　　　 細かく指導します。
※コース分けは裏面のコース基準に沿って行います。
※上記に記載のない学校の対策も行います。お気軽にお問い合わせ下さい。

中1・2生対象

後期中間テスト対策授業
11/12●土 高栄・小泉・東陵・東相内・端野・

留辺蘂・佐呂間・訓子府中
16：30
～18：50

11/19●土 南・北・光西・北光・津別中16：30
～18：50

参加無料

11/19●土
10：00～10：40

小学校英語での
「英語でできること」を測る

英検ESGを全国一斉実施!

英検ESG祭り

英検協会が主催する英検ESG祭りは、全ての小学5・6年生に「英
語でできることが積みあがってきている」という喜びを実感しても
らう目的で企画された、合否のないスコア式の試験です。試験後に
は英検公式の個人成績表を見て、小学校で学ぶ英語がどこまで身
に付いたかを知ることができます。

■対象：小学5年生・6年生
■会場：志学会北見本部
■試験科目：英語
　 （リスニング、リーディングの2技能）

第
1
回

参加無料
小5・6生対象

小学校卒業時の英語力目標の到達状況を、学習指導要領の求める範囲内でチェック！
学習到達度を客観的な指標（CSEスコア）を用いて評価します。

参加無料
みんなで楽しく日本の歴史を勉強しよう!!

歴史上の偉人達の足跡を学び、歴史を勉強しよう!!
様々なエピソードを写真・資料・動画を交えて紹介し
ながら政治・文化・合戦を学ぶ公開授業です。

■対象：小学6年生
■持ち物：筆記用具・上履き
■学習内容：ビジュアル授業・
　　　　　 解説授業

小6生対象

12/3●土
13：00～15：00

高校入試に向けて

■2023年1月28日（土）～2月28日（火） 
■指導科目：国・数・社・理・英
■受講費用/39,600円（消費税を含んだ金額です。）

入試に向けて合格力の飛躍的アップを！入試に向けて合格力の飛躍的アップを！
合格講座中3

月曜から金曜の入試対策授業と土曜・日曜の入試実戦
テストを組み合わせて、入試にむけての総仕上げを行
い、実戦力を養成する講座です。入試に向けての合格
力の向上を約束します。
冬期講習会生に限り受講することができます。

社会塾〈歴史〉
戦国編

合 計英 語理 科社 会数 学国 語

410.886.376.080.286.381.9

中1前期中間テスト 準備講座参加生平均点

※各科目100点・
合計500点満点

■2023年1月16日（月）～3月17日（金） 
■指導科目：国・数（算）・社・理・英

中学入学準備講座小6中
学
入
学

に
向
け
て

中学校生活の最高の
スタートを切ろう！！

2022年度中学入学準備講座生 前期中間テスト結果

小6の入会生を対象に1月から中学入学準備講座を開講します。毎週2回1日2時間20分、中学
入学に備えて、小学校の学習内容の復習と中学1年前期の学習内容の先取り学習を行います。

58.8%が5科目合計400点以上！
23.5%が5科目合計450点以上！

中学入学準備講座に
参加した生徒のうち

主
催

11/3●木祝

11/3●木祝 11/19●土
成績返却会父母説明会

国・算・社・理・英

中3生：12/10㈯、小4～中2生：12/17㈯に参加できない生徒は別日に対応いたします。
※過去に志学会の講習会に参加の生徒は2,200円割引いたします。冬期学習指針テスト中1・2

志学会合格判定テスト中  3

冬期学力診断テスト小4・5・6
冬期講習会ガイダンス中  312/10●土

冬期講習会ガイダンス小4・5・6
中1・212/17●土

※記載費用は、消費税を含んだ金額です。

指導科目 中3・中2・中1 小4小6・小5

兄弟生特別価格（低学年の生徒の講習会費用）
小4/7,700円、小5・6/11,000円、中1・2/19,800円

国・数・社・理・英 国・算
北斗高校理数科を受験希望の中3生で、中3前期の通知表の5科目合計が24以上で、
数学の評定が5である生徒
北斗高校普通科を受験希望の中3生

※北見北斗理数科受験コース対象生徒…

※北見北斗普通科受験コース対象生徒…

中3単科コース 講習会生無料!!
講習会生は無料で単科コースを2科目受講できます。（テキストも無料です。）

■科目：国・数・社・理・英
■1科目60分×2コマ（14：00～16：10）
■期間：12/24・26・27・29・30・1/4・5・7・9・10
■日程：学力別に2クラスに分けて1日1科目ずつ実施します。
・Aクラス：国語12/24、数学12/27、社会12/30、理科1/5、英語1/9
・Bクラス：国語12/26、数学12/29、社会1/4、理科1/7、英語1/10
個別指導・補講・対策授業・特別ゼミ等の費用は一切いただかないのが志学会の方針です。

不得意科目の解消、弱点の克服に、無料で
受講できるこの講座を役立てて下さい。

東進が誇る英語の伝道師！
志学会東進北見駅前校に
やって来る!

安河内哲也先生
英語  公開授業特

別

■時間／18：00～19：30（受付17：30～）
■会場／志学会北見本部
■対象／

11/24●木

中3生対象

参加
無料

大学進学を目指し、北斗高校・柏陽高校を志望して
いる中3受験生及びその保護者様


