劇的！ 成績のビフォーアフター

PLASのイチ押しクラス
2015年2月開講！「ドリームクラス」とは
小学5年生修了時に、小6の算数のカリキュラムを、小学6年生修了時に、公立
中学1年生の数学・英語のカリキュラムを修了します。ちょうど1年分の飛び級
クラスとお考えください。上級学年にまじるのではなく、
ドリームクラスだけで
すでに先取り学習をしているお子様は、
トップレベルの仲間と切磋琢磨しなが
ら勉強をしていきましょう(定員８名)。
2015年度は小学5年生の「ドリームジュニア」と小学6年生の「ドリーム６クラ
ス」が開講します！
ドリーム中1クラスは2016年開講です。

29位

7位 UP!

中1期末

5科

子どもの能力には急成長を始めるタイミングがあります。急成長を始めた子ど
もが、学校で平易な問題ばかり与え続けられてしまうと、モチベーションが下
がり、せっかくの成長機会をムダにすることになります。時期を逃さず適切な難
易度の教材と指導を受ける機会さえあれば、その学力は成長を続け伸び続け
ていくことができるはずです。少し難易度の高い問題に目を輝かせて授業に
向かうでしょう。多くの場合、小学生の低学年から我が子の能力に合わせた通

5科

5科

中3期末

59点 UP!

中1内申

中2中間

79点 UP!

中2中間

なぜ飛び級クラスがあるの？

中3中間

中2中間

中3内申

7 UP!
10 UP!

ＰＬＡＳ中学生、こんなに成績UPできました！
中2期末

中2期末

73位 UP!

5科

進学塾PLAS

中3中間

52点 UP!

中2期末

5科

中3中間

1

川越市内にお住まいで、保護者様の送迎・自

迎いたします
（市内学童保育所へもお迎え
可）
。
また市外にお住まいでも、川越駅・川越
市駅・本川越駅にお迎えOK。
低学年のお子

最近、
わが子を見て、
成績が伸びない、

様や、女子の夜間の自転車通塾が心配だという保護者様に大人気の

勉強をしないなど、
悩みを持たれている

PLASのサービスです！

あきらめていませんか？
保護者の方、

2

51点 UP!

信教材(半年や1学年上のもの)を家庭で取り入れていながら、結局、高校受験

主な合格実績

学力の貯金が全くなくなってしまった･･･という状態になってしまっているので
す。小学生の時、あれほどできた我が子が平凡に終わってしまう･･･せっかく小
学校から取り組ませた先取り学習が生かし切れなかったら･･･残念だとは思い

小6修了

ドリーム
ジュニア

中1修了

ドリーム
小６

中2修了

ドリーム
中1

中3修了

ドリーム
中2

跡見学園中、大妻中、大妻嵐山中、明治大付属明治中、栄東中、

星野学園中、芝浦工業大学中、東京農大三中、富士見中、立教新座中、早稲田

高1

ドリーム
中3

中、明治学院中、城北埼玉中、西武文理中、三輪田学園中、開智中、城北中、
本郷中 他多数
高校受験

県立浦和第一女子高校、県立浦和西高校、県立朝霞高校、県立

川越女子高校、県立川越南高校、県立所沢北高校、県立和光国際高校、県立
学年

小5

小6

中1

中2

松山高校、県立松山女子高校、県立所沢高校、市立川越高校、国立筑波大

中3

付属坂戸高校、川越東高校、中央大附属高校、開智高校、星野学園高校、

小学5年生 (ドリームジュニア)

山村学園高校、立教新座高校、城北埼玉高校、東京農大三高校、城西川越

小学5年のまとめと小学6年生の算数と英語入門内容 (3月から開講。募集中！)

高校 他多数

コース名

学年

ドリームジュニア 5年生 小6内容

算数

110分

英語

60分

10,600円

6年生 中1内容

数学

110分

英語

110分

14,000円

ドリーム6

PLASのおすすめコース 2

SODATERU

レートをプレゼント。塾・学校の成績、検定
合格、出席等によって、素敵な商品と交換
できるポイントを差し上げています。入室・

たくさん叱られたいですか？

退室を保護者さまにメールでお知らせするシステムを取り入れています。

「厳しく指導します」
という塾は多いですが、
私は生徒を
「ほめて」
「育てたい」
と考えています。

3

「SODATERU＝育てる」
からSを取ると、
「ODATERU＝おだてる」
になります。
「おだてる」
は言い換えれば
「ほめる」
です。

中学・高校 合格者の声

勉強ができるよう指導しています（一部は受験学年のみ）
。

子供ならなおさらです。
できないから切り捨てるのではなく、
「ほめて」
やる気にさせ、
「育てる」
。

PLASのおすすめコース 1

塾長 藏田 和孝

小学部 (毎年2月開講)

中央小・泉小・川越第一小・仙波小・新宿小・大塚小・武蔵野
小・大東西小・星野学園小の生徒さんです。

全ての授業が大事だった。
ひとつひとつの講座が合格につながった。

現在PLASにお通いいただいている中学生の多くは、

合格を勝ち取ることができたのは、
PLASの先生方のおかげなのでとても感謝しています。

やる気が出た。

進学塾PLAS

勉強するのが自分にとって苦ではなくなった。

東武東上線・JR川越線 川越駅 徒歩6分
西武新宿線 本川越駅 徒歩7分

月～土 13:00-22:00 日曜 祝日 休

小1～高3 個別授業 (随時対応可能)
60分あたり 3,000円～/1対1

2,100円～/1対2

「通常授業の他に、定期試験前は、個別を週1でお願いしたい」
「入試直前だ
け数回見てほしい」
「英検に絶対受かりたいから検定前1か月は個別で徹底
的に見てもらいたい」
「集団は苦手なので、1対1で教わりたい」など、あなた
のわがまま、かなえます。普段集団の授業を担当している講師があなたに合
わせて回数、時間もカスタマイズします。

英検・数検・漢検準会場認定校

川越市東田町5-12

いかがでしたか？
進学塾PLASに入塾して夢を叶えませんか？
子供たちが夢中で勉強する塾です！

TEL 049-238-3100(代)
FAX 049-238-3111
「進学塾PLAS」
で検索いただけます。

文章読解問題まで。算数と国語の苦手分野をお聞かせください。
進学塾
PLAS
埼玉県
信用金庫

一人一人に合った教材をご用意します。
デニーズ
東田町店

線
宿
新
武
西

怒られた時も、まだ期待されているような気がして

曜日と回数/週が選べます。漢字、計算の基礎固めから、

ＪＲ線・東武東上線

中1～中3 高校受験コース・私立中学生コース (毎年3月開講)

小1～小6 ベーシックマスターコース 週1～３/100分 6,000円～

川越駅

野田中・福原中・富士見中・城南中・砂中・川越第一中・芳野
中・跡見学園中・大妻嵐山中・城北埼玉中・淑徳中・共立女
子中の生徒さんです。

小学部の一部をご紹介

現在PLASにお通いいただいている小学生の多くは、

空いている時間はPLASに来て自習を頑張った。

中学部・高等部 (毎年3月開講)

通常月だけじゃない！
休み中の家庭学習も管理します

春・GW・夏・冬の長期休暇中は、学習スケジュール表を渡し、計画的に

人は誰でもほめてもらいたい欲求があります。

これがPLASの生徒の育て方です。

お月謝

学習内容 科目① 時間／週 科目② 時間／週

ゼント。誕生日には、先生と写ったフォトプ

あなたはたくさんほめられたいですか？
中学受験

カリキュラム

嬉しい・安心サービス
初回の授業で、
「宿題・連絡ノート」をプレ

時には、すっかり当該年の生徒たちとまじって学習している･･･せっかく作った

ませんか。

お忙しい保護者様のお手伝い

転車通塾・徒歩での通塾が難しい場合は、
送

9科

中2期末

中1期末

中学・高校受験・私立中学生・高校生指導

5科

57点 UP!

140位

夢をあきらめない!

送迎車を準備しています

の一学年上の特別授業内容となり、通常クラスとも混じりません。

中1期末

特別なあなたへ
PLASからのサービス

ここで日本一の努力をしよう

小3～小6 中学受験コース

週1～３/110分～ 8,000円～

1学年最大8名までの、超少人数制！

セブンイレブン

川越駅西口のロータリーを出て、右に直進し、
ローソン、ファミリーマートの交差点を左折、埼玉
県信用金庫を左手に見ながら直進し、西武新宿
線の踏切を越え、50ｍ先の右手にあるビルの
2階になります。

URL http://www.jyukuplas.co.jp

小2～小6 ジュニアイングリッシュ

週1/60分 4,000円

英会話だけではありません。
「読む」
「書く」
「聞く」をまんべんなく
勉強します。PLASの小学生受講者は英検保持率90％。

PLASで無料体験を受けた生徒さんの声
うと決めた一番の理
Sに入ろ
由は
PLA
？
．
Q

ある日 の PLAS
PLAS OPEN！

15：00

塾長の食事TIME

皆と楽しく過ごしてみっちり勉強できた。

愛妻弁当を食べて元気注入！

部屋で一緒になった人や、さらには夏合宿に

送迎車出発

が一番楽しかった。

小学生のお迎えに出発。学童にもお迎えに行きます。

合宿で集中力がついた。

兄弟が入っていたから
友達がいいと言っているから
すでにお母さんが決めていた・
・
・

夏合宿

13：00

先生が面白かったから
体験授業が面白かったから

特別講座についてのPLAS生の声

夏合宿で苦手な算数を重点的に勉強できた。

参加した女子全員でいろんな話をしたこと

16：00

16：45

塾生が元気いっぱいでやってきます。送迎車も到着！
「こんにちは」

勉強する習慣がついた。

保護者様からの感謝・信頼の声
子どもがつまずいている時に、時間を割いてまで教えて下さ
る点に、いつも感謝してます。身近で話しやすい先生方だと
思います。担当していただいていない先生にも質問しやすい
と言っています。

わからない時は、授業でも、夜遅くまで延長指導していただ
いて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本人にも勉強に
対しての意欲が湧いており、入塾前よりもあきらかに勉強す
るようになりました。

一人ひとりに、真面目に向きあって下さっていて、子どもが先
生を信頼しています。やる気を出させるのが上手だと思いま
す。親切にみていただけるので、安心してお願いできます。

入退室カードをかざして、到着をお家の人にお知らせしてね。

PLAS生の声

17：00

小学生の授業スタート
今日は小6受験と小5受験とベーシッ

Q．
A．

クマスターです。ベーシックマスター

PLASのどんなところが好き？
コンビニがすぐ近くにある。
個別授業（苦手な所を覚えるまでしっかりできる。
優しくわかりやすく教えてくれる。）

は1年生からなのでにぎやか～。

先輩が優しい。

18：30

送迎車出発

生かすことができた。

中学生のお迎えに出発。

テスト対策プリントがもらえるので、
入塾前より内申が上がった。

19：00

忘れ物の無いように帰りましょう。

送迎がある。

入退室カードをかざしてお家の人に

夏期講習会の理科実験。
（楽しい！）

お知らせ。
「今から家に帰るよ」
そろそろ、中学生がやってくる時間です。

笑いのある授業。

A．

19：10

送迎車到着
送迎の小学生は、急いで車に乗り込みます！
「さようなら」

PLASってどんなところ？
K先生の授業が（よく）時間内に終わらない。

19：20

中学生、高校生の授業スタート
（20:20頃5～10分の休憩。
軽食を取る人は、この時間に）

21：40

隔月に「PLAS通信」を配布しています。月間予定を分か
りやすくお知らせ。
塾の様子や、講師紹介などなど、盛りだくさん！
！
毎月授業報告書を発行して個別に学習内容をお知らせし
ています。

進学塾PLASの学習相談会
好評受付中！
勉強についてのお悩みにお応えします。

北辰対策、県立対策講座、面接練習
受験に対してやる気が出た。

キャリアカウンセラーの資格を持つ塾長が、将来から逆算
した成績向上のためのアドバイスをさせていただきます。
勉強への取り組み方、県立高校入試の仕組みなど、知り
たいこと、お悩みはございませんか。ぜひお電話でご予約
ください。
学校はどう選べばいいの？

北辰の出るパターンがわかった。

受験勉強っていつからやればいいの？

わが子は勉強が嫌いだから・
・
・

PLASでは、延長は当たり前。生徒も真剣にノートを取り先生の
ることができるクラスも！宿題ノートにサインをもらって帰宅、また

先生がとても話しやすい。親に言えないことも、言える。

は送迎車へ乗って帰ります。
「ありがとうございました」

にゃんこ先生がいる(PLASに来ればわかる)。

他にも魅力的な講座がいっぱい

以下の貢献活動にも積極的に取り組んでいます！

読書感想文講座（夏期講習会）理科実験講座（夏期講習会）

22：00

生徒全員が帰宅。今日は講師ミーティング。報告や意見交換。

ジュニアイングリッシュ
（Try！ミニ英語劇：2014冬期）

先生だって勉強します。

高校受験直前 自己推薦書対策

正月特訓の後に、初詣に連れて行ってくれる。
面談がよくある。

検定会場がPLASなのでいつもの調子で受けられた。

ご家庭でもPLASの話題を

言葉に耳を傾け続けます。最後は「お帰り問題」ができた順に帰

高校のことをいろいろ教えてくれる。

喝を入れてくれる棒がある。

やる気があれば受かる（数学検定）

なかなか自分から「わからない」と言えない消極的な我が子
に、先生からいつも声をかけていただいて、本人はとても喜
んでいます。楽しんで通っています。

模擬面接をやってもらえ、本番で同じ質問が出てびっくりした。

個性的な先生が多い。

他とは違う独特の楽しい授業をしてくれる。

緊張したけど自信を持ってできた（英語検定）

最近の傾向がわかり、家での勉強に役立った。

K先生が、根気よく教えてくれて、
ちょっとふざけちゃってもきつい言葉で怒らず、楽しい。

わからないところをわかるまで教えてくれる。

学年より２つ上の級に合格できた（漢字検定）

（小5・6受験生は、楽しい夕食TIME。お弁当をレンジでチン♪）

夏合宿の肝試しが面白い。

Q．

前コマ終了
宿題ノートに先生のサインをもらい、

楽しく授業を教えてくれる。

宿題ノートがもらえる。

テスト対策の勉強も受験に役立った！
対策講座で学んだことを学校などで

ポイントがもらえる。
本がいっぱいある。

中間・期末テスト対策講座（無料）
検定（漢検・数検・英検）対策講座

23：00

中学準備講座(英語・数学)、高校準備講座(英語・数学)
掃除をして帰宅の途につきます。お疲れ様でした！

私立高校対策講座etc.

オレンジリボン運動

Fun to Share

こども110番の家

エコオフィス

