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以下の条件をすべて満たされるご家庭のみなさん
に限定で進呈します。部数に限りがございますので、
お一人様１冊とさせて頂きます。
①京阪神奈地区にお住まいで、2023年春に京阪神
奈地区の中高一貫校を受験予定、入学・進学予
定のお子様をお持ちの方
②インターネットにて必要事項を入力のうえ、お申込
みされる方

中学入学前に必読の一冊無料進呈

＊合格から入学まで　＊入学から夏休み頃まで

中学受験後に
気になる99のこと

＝新中１保護者の皆様からの質問回答集＝

－入学前～夏休みまで－

多くの保護者の方が感じられる不安や疑問にお答えしています
この本は、これまでに研伸館中学生課程へ寄せられた中学入学前後のお問合
せ内容をもとに、「入学前」から「入学後の中学１年生夏休みまで」に親御さん
がお感じになる不安や疑問にＱ＆Ａ形式で回答しています。
中学ご入学の喜び・希望とともに抱えておられる不安が少しでも解消され、
これからお子様の成長していく姿を安心して見守っていくことができるよう、
微力ながらお役に立てればという思いで作成に至りました。

西宮校 ＪＲ住吉校 阪急豊中校 上本町校 天王寺校

学園前校 高の原校 京都校

TEL.0798-66-0002
FAX.0798-67-4878

TEL.078-842-4811
FAX.078-842-7633

TEL.06-6858-5300
FAX.06-6858-5390

TEL.06-6770-1505
FAX.06-6770-1504

TEL.06-6634-4822
FAX.06-6634-4633

TEL.0742-49-0011
FAX.0742-49-9911

TEL.0742-72-0031
FAX.0742-72-0035

TEL.075-344-6700
FAX.075-344-0200

お問合せ先

千里中央校
TEL.06-6833-0555
FAX.06-6833-1236 ◆インターネットよりアクセス

　してご請求ください（無料）

【冊子版】と【WEB版】のいずれかをお選びください

インターネット こちらから▶

お申込みは
こちらから

研伸館中学生課程　中１スタートに向けての流れ 研伸館中学生課程では、４月から好スタートを切るための
講座やイベントを用意しています。

得意科目にするためのポイントをつかむ！

中学内容の先取りをここで！

3月スタート講座

日帰り勉強ツアー

2 月 3 月 4 月

4月から本格スタート！
中学準備講座に
+αで受講

Q.中学受験が終わったとたん、
 全く勉強をしなくなりました…。

Q.英語の学習が一番不安です…。

Q.将来を決めるタイミングは
 いつでしょうか…。

お読みに
なりたい方は…
冊子は部数に限りが
ございます。なくなり次第、
終了とさせていただきます。

中高一貫校 新中学1年生2023年度

英語・数学
学習セミナー入学説明会
2月12日日・19日日実施1月・2月実施

「日帰り勉強ツアー」実施予定！
３月期入学の方はもちろん、まだ入学を決められていない方の参加も可能です！ ※詳細は後日公開いたします。

※実施内容は変更になる場合があります。

新中１生　キャンペーン一覧

３月イベントの告知

新中１生のスタートを応援する、
様々なキャンペーンをご用意しています。

※各キャンペーンの詳細は別途案内をご確認いただくか、各校舎までお問い合わせください。

中学準備講座申込時に同時に入学申込で 中学準備講座無料！ 入学２ヶ月目の学費半額！
新中１中学準備講座 特典S

中学準備講座受講後に入学決定で 入学２ヶ月目の学費が、準備講座の上限2講座分 割引に！
新中１中学準備講座 特典A

3月期入学をされた方全員に 図書カード5,000円分を進呈！
3月期入学特典

友人と一緒に3月期または4月期から入学されると
ご紹介者とご友人それぞれに 「図書カード5,000円分」を進呈します!

春の友人紹介キャンペーン

新中1中学準備講座 第 1期～3期 ※自分の希望する講座を受講ください。

新書版

入学説明会の日にお子様が入学試験を受けて入学された場合、入学金が無料になります。

中高一貫校 新中1対象
研伸館 特別企画

※3月期・４月期
　入学に限る特別入学試験受験者は入学金（２２,０００円  ）無料（

税
込
）



研伸館オリジナル
中1春限定の特別単語集

※1組に1冊

（オンライン視聴の方は除く）

『春単123』
はるたん ワンツースリー

参加者全員に
無料進呈

特
報
!

■2／ 12（日）実施…2／ 11（土）19：30
■2／ 19（日）実施…2／ 18（土）19：30　　■オンライン配信…4／ 7（金）19：30申込締切

感染症対策のため座席の間隔を空けてお座りいただきます。定員が少なくなっておりますのでご了承ください。

感染症対策のため座席の間隔を空けてお座りいただきます。定員が少なくなっておりますのでご了承ください。

※セミナー内で英単語の覚え方・数学の学習法など詳しいお話をしますので、
　お子様とご一緒の参加も大歓迎です！

会場・日時 2／12（日） 10：00～11：20
2／12（日） 14：00～15：20
2／19（日） 10：00～11：20
2／19（日） 14：00～15：20

対 象 中高一貫校　新中学1年生・保護者

研伸館京都校（本館）

研伸館上本町校

研伸館西宮校

研伸館学園前校

新たなスタートへ向けて…中学からの学習を充実したものに！

大学入試や中高一貫校の現状を踏まえ、研伸館中学生
課程ではどのようなことを行っているか、その特徴
［クラス、カリキュラム、教材(テキスト・宿題)］、テスト
や校舎の設備など］についてお話しいたします。

長年、研伸館中学生課程で数多くの中1生を指導してきた
講師が、「中1の学習で大切なこと」をテーマにお話しします。
豊富な経験に基づいた「最高のスタートを切るための勉強法」
をお伝えする、具体例満載、必聴のセミナーです。

開催校舎・日時

上記の説明会日程でご都合の合わない方には、個別説明会も実施しています。
研伸館中学生課程の特長について個別に説明いたします。日時などお気軽に各校舎までお問合せください。

オンラインによる入学説明会の配信をご希望の方には
お申込み後、映像のURL・パスワードを配信いたします。
但し、学校別入学説明会はオンライン配信はありません。
※オンライン入学説明会にご参加の方で、個別相談会を
　ご希望の方は、各校舎にご相談ください。

特別入学試験 ＜国語・算数受験のみ実施します＞

個別入学説明会
【申込制】

右の二次元コードよりお申込みください。
※教室実施分の申込締切は各実施日の前日 １９：３０、
　オンライン配信版の申込締切は、４／７(金)１９：３０です。

申込み方法

右の二次元コードより
お申込みください。申込み方法

参加者全員に
『中学受験後に気になる99のこと』
（新書版）をプレゼント!
（オンライン視聴の方は除く）

◆大学入試改革／中高一貫校の現状
◆研伸館中学生課程の特長
◆新中1中学準備講座について

西宮校 上本町校JR住吉校 阪急豊中校 学園前校天王寺校 高の原校開催校舎 京都校（本館） 千里中央校
1／22（日）

11：00～12：10
2／5（日）

14：00～15：10

2／19（日）
10：30～11：40

2／12（日）
10：30～11：40
2／18（土）

10：30～11：40

1／22（日）
11：00～12：10
2／19（日）

14：00～15：10

2／5（日）
10：30～11：40
2／25（土）

14：00～15：10

2／4（土）
11：00～12：10
2／12（日）

14：00～15：10

2／12（日）
14：00～15：10
2／19（日）

11：00～12：10

2／18（土）
14：00～15：10

【神戸女学院】
2／12（日）

10：30～11：40
【甲陽】
2／12（日）

14：00～15：10

【灘】❶
1／29（日）

10：30～11：40
【灘】❷
2／19（日）

13：30～14：40
【神大附属】
1／29（日）

13：30～14：40

【附属池田】❶
2／5（日）

14：00～15：10
【附属池田】❷
2／11（土祝）
14：30～15：40

【四天王寺】❶
1／21（土）

11：00～12：10
【四天王寺】❷
2／19（日）

11：00～12：10
【大阪星光】❶
1／28（土）

10：30～11：40
【大阪星光】❷
2／12（日）

11：00～12：10

【附属天王寺・平野】❶
2／5（日）

14：00～15：10
【附属天王寺・平野】❷
2／19（日）

14：00～15：10

【帝塚山】
2／11（土祝）
11：00～12：10

【東大寺】
2／11（土祝）
12：30～13：40

【洛南】❶
1／29（日）

11：00～12：10
【洛南】❷
2／19（日）

14：00～15：10

入
学
説
明
会

学
校
別
説
明
会

●全日程とも同一内容となります。（学校別入学説明会は対象中学により内容が異なります）
●30分前に開場いたします。5分前にはご着席ください。
●マスクの着用、検温にご協力をお願いいたします。

●申込み先着順となります。（当日申込みも可能）
説明会終了後、ご希望の方には個別相談会を実施いたします。

中学準備講座での認定入学や無試験入学制度などもございます。詳しくは各校窓口までお問合せください。
※特別入学試験受験者特典：３・４月期入学の際の入学金（22,000円税込）が無料になります。

～保護者様が入学説明会に参加されている間に、お子様が入学試験を受験できます～

各40分 入学説明会
参加者限定

●単語の覚え方（『春単123』活用法） ●数学嫌いにならないためには

●マルつけが成績を左右する ●毎日学習を継続する方法

●入学までにできること ●学習の自己管理の重要性  など

セミナー内容 ※4会場全て同内容です。

オンラインによる入学説明会の配信も行います。
【視聴可能期間】 1／23（月）～4／9（日）

オンラインによるセミ
ナーの配信をご希望の方
には、お申込み後、映像の
URL・パスワードを配信
いたします。

【視聴可能期間】
2／13（月）～4／9（日）

※定員になり次第、受付を終了いたします。お早めにお申込みください。
※マスクの着用・検温にご協力をお願いいたします。

●具体例もたくさんありイメージしやすかったです。子どもも一緒に聞くこと
ができ、充実した時間となりました。

●英語の単語の覚え方は特に実践しやすく為になると感じました。数学も今
後の学習に向けて考え方の参考になり、お話を伺えて良かったです。

●中学からの勉強内容について理解を深めることができました。具体的な勉
強方法のお話もよかったです。何よりも子どもと一緒の参加がとても良
かったと思います。

●英数の頑張りポイントをわかりやすくおもしろく教えてくださり、子どもの
心に残ったようで、とても助かりました。

●参加してとても良かったです。中学からの勉強の仕方がよく分かりました。
単語の覚え方、すごく参考になりました。

●中学入試後、勉強を全然していないので、心構えや勉強法を教えて頂き、本
人のやる気につながったと思います。

●中学進学に向けて、どのように準備、学習すればよいかよく分かり、参加し
て良かったと思います。

●具体的な学習方法が分かったのでとても良かったです。大変参考になりま
した。

●子どもも少しやる気になったようです。どのように頑張ればよいのかがわ
かったので、早速やってみたいと思いました。

●英語の発音や丸つけの重要性について、楽しくわかりやすく説明していた
だき良かったです。数学では勉強のやり方・考え方も説明していただきわか
りやすかったです。

●子どもが自分で勉強方法を聞いて学べるセミナーでとても良かったです。説
明の仕方も楽しかったので、親子共に興味を持って聞くことができました。

※開催日時は変更になる場合がございます。

※開催日時は変更になる場合がございます。
※4会場とも駐車場はご用意しておりませんのでお車でのご来場はご遠慮ください。

新中1入学説明会 新中1英語・数学学習セミナー

★試験日時：各入学説明会開始２０分前～説明会終了まで（国語・算数２科目受験の場合）
　例）説明会１１：００～１２：１０の場合、国語１０：４０～１１：２０、算数１１：３０～１２：１０（算数のみ受験の場合は１０：４０～１１：２０）
★WEB申込みの際は、説明会申込みと併せて入学試験申込みもしてください。
★オンライン入学説明会にご参加の方で、特別入学試験の受験を希望される場合は、試験日時は各校舎にご相談ください。
　（１／２１(土)～２／２５(土)の期間内に受験）

中高一貫校新中1生・保護者対象中高一貫校新中1生の保護者対象

参加
無料

参加
無料

日2 12 日19
京都校・上本町校 西宮校・学園前校

オンラインでの視聴も可能です
オンラインでの視聴も可能です

過去のセミナー参加者の声

教室参加　
の方は　

こちらから▶

　　　　　　　　　　　オンライン版を　
希望の方は　
こちらから▶

教室参加　
の方は　

こちらから▶

　　　　　　　　　　　オンライン版を　
希望の方は　
こちらから▶

特別入学試験受験者は入学金が無料！！

是非お子様と
一緒にご参加
ください！


