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子どもたちの成績が伸びない1番の理由は、「理

解不足」ではなく、実は【練習不足】です。志望

校の合格を手にしている人は、自分に厳しく真剣

に練習を積んでいます。自分で考えて答えを導き

だし成果を出す。そのためには、いかに限られた

時間を集中出来るかです。それは今からでも身に

付きます。あなたの本気が成績を上げる秘訣で

す。 塾長  下平 保彦 

自立型個別指導塾グリーンセミナー鹿山校とは？ 

小学生と中学生の両方の授業を体験できる「小６特別講習」の詳しい内容は裏面をご覧下さい 

現在中学生のクラスは中学 1 年生の月木クラスの１席のみ空席がございます（無料体験可）

能） 

グリーンセミナー過去三年合格実績 

菊里高校 千種高校 向陽高校 

瑞陵高校 昭和高校 桜台高校 

天白高校 名古屋南高校 緑高校 

名城大附属高校 中京大中京高校 桜花学園高校他 

 

★チラシに関するお問い合わせ、入塾・体験授業のお申込みは         受付時間：平日 11 時～20 時 祝日 13 時～18 時 

☏0120-37-6733 
グリーンセミナー  で検索 グリーンセミナー鹿山校 

緑区鹿山三丁目 1 番地 ㊷ http:// kobetsukan.greenseminar.co.jp 

 

小学 6 年生 塾生募集 限
定 

成績向上=やる気×勉強の質×勉強の量 

１クラス６名までの一斉授業+個別指導 

中学１年生クラス 

【入塾条件】 

①主要４教科で△がないこと 

 ②長く(３年が目安)習い事を続けていること 

９０ 分  ４５ 分  ４５ 分 

１回の授業時間  少人数制集団授業  個別指導 

 

１２０ 分  ６０ 分  ６０ 分 

１回の授業時間  少人数制集団授業  個別指導 

 

 

 

小学生クラス

教科書を使った復習授業

で、要点を押さえます 

【入塾条件】 

①主要５教科が内申３以上であること 

 ②部活動やクラブチームに所属していること 

ひとりひとりに気を配り、ほめて伸ばす指導 

◆教科 国語・算数・理科・社会 

◆時間割 火・金曜日 １８:００～１９：４５ 

◆授業料 １５，０００円（税別） 

 

部活と勉強を両立する中学校生活を応援 

授業→演習→解説→確

認テストで単元ごと理

解度をチェックします 

■教科 英語・数学 

■時間割 月・木曜日または火・金曜日 ２０：００～２２：００ 

■授業料 ２１，５００円（税別） 

※国語・理科・社会の３教科（水曜日２０：００～２２：００）を 

追加できます（５教科受講授業料２６，５００円 税別） 

※定期テスト対策講習、春夏冬期集中学習、全県模試等実施（有料） 

 

習ったその日のうち

に塾ワークで演習 

塾ワークの繰り返

しで着実に理解を

深めます 

 

教科別 グリーンセミナー塾生の平均点(左) 

と滝ノ水中学校１年学年平均点(右)の比較 

 数 学 英 語  

 ８３ ６３ ７７ ６３  

 ＋２０点 ＋１４点  

国 語 理 科 社 会 

６５ ６３ ８０ ７０ ６９ ５５ 

＋２点 ＋１０点 ＋１４点 

 

   鹿山校の今年度の中学１年生クラスは     

 滝ノ水中学と千鳥丘中学の生徒が在籍しています  

塾生の２学期中間テストの成果 

塾生の声 

勉強を楽しく！実力

を伸ばす問題集にも

取り組みます 

公立上位校合格を目

指す内申３～４のレ

ベルに合わせた指導 

ポイントなどどこをおさえた

らいいかなどがよく分かっ

てテストの時答えやすかった 

塾で「目指せ合計〇〇

点！」と言われてそれ

位ならとれると自信に

なった 

問題のパターンがわか

るようになったから授

業が楽しみになった 

６人制だから質問がで

きて良いアドバイスを

くれるところがいい 

塾で受けて

いる教科す

べてに自信

がもてるよ

うになった 

塾に入って自

分から勉強す

るようになった 

英語が得意じゃ

なかったのに

得意になった 

数学がみがきあがった 自分が頑張った

ことに対してのす

ごいねの言葉や

悪かった時の助

言が嬉しかった 



①学校と学年②名前③住所と電話番号④希望クラスをお知らせ下さい。 

 

  

 

 

  

小学生算数 5回+新中 1数学 2回+英語 2 回計 9回を無料で受講出来ます 

 
ご質問・お申込みは グリーンセミナー 0120-37-6733 へ 

新中１授業体験後の入塾特典 
※新中 1授業体験後入塾される方対象（先着１２名限定） 
※申込締切：2021年 1月 15日 

入塾金 50％OFF・図書カードプレゼント 
※小学６年生で初めて入塾される方対象 
※他の割引とは併用できません 

  

電話または
メールにてご
連絡下さい
(面談日決定） 

小６ 

特別 

講習 
 

講習の結果を
ご報告致します
ので入塾をご検
討下さい 

面談にてお子
様の学習につい
てお伺いします
(申込書記入） 

予約 面談 報告 

グリーンセミナー鹿山校 

小学校算数復習 全５回 

 曜日をお選びいただけます。講習内容は同じです。  

 各クラス定員６名。定員になり次第締め切ります。  

◆火曜日クラス 1/19、26、2/2、19、16 午後 6:15～7:45 

◆金曜日クラス 1/22、29、2/5、12、19 午後 6:15～7:45 

 講習の内容   

 第１回 計算(小数・分数) 第４回 速さと距離  

 第２回 割合、比の利用 第５回 比例・反比例  

 第３回 図形の面積・体積 ※ 欠席した場合の振替はありません 

  ※ 日程の途中からの受講可 ただし終了した講習は受講できません 

 曜日をお選びいただけます。授業内容は同じです。  

 各クラス定員６名。定員になり次第締め切ります。  

■月・木曜日クラス 3/1、4、8、11 午後 8:00～10:00  

■火・金曜日クラス 3/2、5、9、12 午後 8:00～10:00  

 授業の内容   

 数

学 
第１回 正の数・負の数 第２回 

正の数・負の数の 

加法と減法 

 

 英

語 
第１回 

フォニックス① 

発音のルール 
第２回 

フォニックス② 

文字と音の対応 

 

  ※ 欠席した場合の振替はありません 

グリーンセミナーの新学年は３月１日開始 

このような百分率の基本問題が、以下のような中

学の数学や理科の問題の土台となります。 

小学校で習う大事な単元を授業と演習で総復習  

中学 １年生の数学と英語で最初に習う単元を予習  

新中１授業スタート 計４回 

新しく習うことを理解しやすくする取っ掛かりになる予習授業  

中学１年数学 

中学１年理科 

問 濃度が５％の食塩水があります。

そこに水を８０ｇ加えると食塩水の

濃度は４％になりました。もとの食塩

水は何ｇありましたか。 

 濃度１８％の食塩水６０ｇの中

に溶けている食塩の質量（ｇ）を答え

なさい。 

小６特別講習では、小学算数から中学数学へ続

く、６年生がおさえておきたい単元を学習します。

例えば、割合を使った問題。 

特別講習の復習授業では、算数にやり残しがな

いかをチェックできます。 

授業体験では、通常の中学生の数学と英語の授業を体験して頂けます。数学や英

語の導入部分の授業をしつつ、予習の方法や間違い直しの仕方、ケアレスミスをし

ないコツなども生徒に合わせて丁寧に指導いたします。 

保護者の方には、小６特別講習終了後に塾での様子をまとめた報告書を郵送致し

ます。新中１授業体験では、宿題・確認テストも塾生と同じように取り組んで頂き

ます。４回の授業体験終了後、結果を面談または電話にてお伝えしますので、入塾

をご検討下さい。 

 

小学 5年算数 

 １８０L はいる水そうに１３５L ま

で入れました。入れた水の量は水そう全

体の何％ですか。 

問 

問 

問 

小６ 
特別講習 

小６特別講習のみの受講はできません 

中学から塾をお考えの方へ 

新中 

 

１ 

全９回無料  

授業体験 

＋ 


