
中山校
045-929-0773
横浜市緑区寺山町95

長津田校
045-985-0071
横浜市緑区長津田5-6-16

鶴川校
042-736-6178
町田市能ヶ谷2-14-5

センター北校
045-911-2465
横浜市都筑区牛久保西1-10-9大学受験科併設校

十日市場校
045-981-9125
横浜市緑区十日市場町814-10大学受験科併設校

校舎
案内
school info

成瀬校
042-709-3662
町田市成瀬4-1-19

“MEN-DO-MI” をカタチにする
Heart & Hard

面 倒 見

hokushin-seminar.com

北進公式ホームページから
資料請求ができます！ 校舎News

発信中
check!!

HPにて

競争意識　きめ細かさ

ライバル
と競う
一人ひとりに合った指導
ということであれば個別
に指導するのが一番です
が、それでは競争心が育
まれません。また、自分
に合ったスピードで授業
を進められる反面、問題
を解くスピードが向上し
ないお子さんが多いよう
です。北進は一人ひとり
をしっかりと面倒を見る
と同時に、仲間同士が競
い合いながら成長してほ
しいと考えています。

北進の小学部では中学受
験指導は行っていません
ので、全員が公立中学に
進学します。従って、中
学生になってから困るこ
とのないように学力はも
ちろんのこと、ノートの
取り方や家庭学習の仕方
などもしっかりと身につ
けさせます。一人にかけ
られる時間が多い分、き
め細かく指導することが
できます。

きめ細かい
対応

辿り着いた答えは “８” でした。

北進の小学部は１クラス８名定員制

十日市場校・センター北校
大学受験科
開講科目：英語・数ⅠAⅡB・数Ⅲ・日本史・現古 

※開講科目は校舎により異なります。詳細はお問い合わせください。

高３日本史は映像＆ライブ！

LIVE MOVIEWサポート
日本史

少人数制集団指導！

進路指導は授業担当者！
補習無料！個別課題無料！

１教科１講座で効率が良い！ 単科受講 １教科から
できます。

こんなお悩み
抱えていませんか？
こんなお悩み
抱えていませんか？

ウチの子、

なかなか伸びない
のよね…

ウチの子、

なかなか伸びない
のよね…

大手塾でなかなか伸びないのであれば、環境を変えてみるのも一つの
方法です。英語が苦手で他塾から移ってきたお子さんは、北進の丹念
なサポートで弱点を克服し、高校で選抜クラス入りを果た
しました。また、他塾の膨大な宿題で消化不良に陥って
いたお子さんは、北進の的確かつ明快な指導で大きく成
績を向上させました。通塾している生徒一人ひ
とりを大切に伸ばしていきたいという北進の
想いはとても強いです。
ぜひ見て比べて下さい。試して選んで下さい。

お父さま、お母さまお父さま、お母さま 北進で解決できるかもしれません！

Hokushin
Quality
Hokushin
Quality

長く通っていただくために。長く通っていただくために。

お子さんに自信を持たせます。お子さんに自信を持たせます。

お子さんに親身に寄り添います。お子さんに親身に寄り添います。PartPart
11

PartPart
22

PartPart
33

塾はお子さんを良い方向に変えていくべき存在だと考えています。例えば学習習慣を身につけられるように、

自分から声を上げられるように、相手の目を見て話せるように、一人ひとりのお子さんに対して様々な角度か

らアプローチしています。加えて、専用プリントの提供、学習計画の作成、さらには個別の指導も無料で行い

ます。進路指導においても大手塾のようなトップ校主義ではなく、校風・立地・学習環境・卒業後の進路等、

その子の個性や希望を踏まえて最適な高校を提案するよう心掛けています。

「自分なんか大したことない…」と勝手に思い込んでいるお子さんも多いのではないでしょうか。北進では課題

作文コンクール（小中学部）、ノウカツ！、漢字・計算大会、年号博士テスト（小学部）、WEB ゼミテスト、英

単語大会（中学部）などの多彩なイベントに加えて、問題演習中の解き方やノートの状態、授業内外の発言や

仕草などからお子さんの長所を一生懸命探しています。そして、それを言葉で伝えています。その繰り返しで

自分自身の長所を自覚して自信が持てるようにしていきたいと考えています。

「お財布に優しい」をスローガンに、リーズナブルな費用設定を心掛けています。一番の特色は、小学部・中学

部・大学受験科それぞれで全学年同一教科同一費用（小 4除く）であることです。受験学年（中 3・高 3）になっ

ても月謝金額は原則として変わりません。

面倒見主義を掲げる北進が
大切にしていることがあります。

11
世帯 回

入塾金 北進では、入塾金は１世帯
につき１回のみのお支払い
です。ご弟妹がご入塾され
る際の入塾金が無料となり
ます。（過去の在籍生にも適用されます）

入塾金は１世帯から1回

２０２１年１１月以降の正式入塾後に必要となる経費です。

北進は最小限の費用で最大限の成果を追求します！
掲載の費用には消費税が含まれています。

公立中学に進学予定のお子様
を対象に、個性を見つめて、
様々な角度から伸ばします。

補習・進路指導は無料で行います！

1教科 10,340月額
税込

円
英／数 半期諸費（年２回）

4,950 ／1教科円

半期諸費の納入は年２回（4月／ 10月）

十日市場校
センター北校

10,780月額
円

15,070月額
円3

2

5,390月額
税込

税込

税込

円1

回コース
100 分 ×週２回
＋90分 ×週１回

算国英理社

算 国 英

算 国 英

回コース
100 分 ×週２回

回コース
100 分 ×週１回

半期諸費4,950 円（年２回）

半期諸費 6,600 円（年２回）

半期諸費 9,900 円（年２回）

小５
小６

小４学習習慣を身につける
ならこの時期から。

スピードと正確さを重視し
基礎学力を高める。
複数教科を偏りなく学び
中学校へ万全の橋渡し。

国語と英語は同日に実施するため一方のみの受講はできません。

小5・小 6も週１回から通塾できます。

英語絶賛開講中！小 5
小 6

開講校舎

or

中１～中３まで
〈一律費用〉

23,650
半期諸費15,840円

月額

5教科コース
円

英数国理社

（年２回）

160分 ×週２回
105分 ×週１回

19,250
半期諸費12,540円

月額
税込

税込

3教科コース
円

英数国

（年２回）

160分 ×週２回

PC・スマホ・タブレットで
いつでもどこでも復習できる！

映像授業
あります

中3でも３教科コースが選べる！

中１でも５教科コースが選べる！

or

半期諸費 4,950 円
4,620月額
税込

税込

円1 回コース
90 分 ×週１回
算 国

（年２回）

週

週

週

週

2
週 9,240月額

円
回コース
90 分 ×週２回
算国

半期諸費 6,600 円（年２回）

高３ 日本史 数Ⅲ・現古映像視聴料（年払い） 授業料（半期払い） 各月額
24,200円税込 9,350税込30,800円 円

※校舎により開講科目は異なります。
税込

費 用 一 覧

小 学 部 中 学 部 大学 受験科

税 込


