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学習相談･お申込みは、フリーダイヤル　

地域に根ざす中学受験
公立中高一貫校受検の

小3脳育授業コース
対象学年：小3 対象学年：小4・5・6 対象学年：小4・5・6 対象学年：中1・2 対象学年：中3

小 学 部
私立・国立中学受験コース 公立中高一貫校受検コース 高校受験準備コース 高校受験コース

中 学 部

春期講習生受付中！
徹底的に基礎を固め、受検も受験も成功させよう！
H29年春も34名が、公立中高一貫難関校に合格

両国附中26名合格!都内屈指の 合格実績

両国附中26名合格!都内屈指の 合格実績
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早友学院 0120-170-717
学習相談･お申込みは、フリーダイヤル　

※表示の授業料は、すべて税込の金額です。
※講習の日程は各教室で異なる場合があります。

※詳しくはお気軽にお問合せください。

知力も芽吹く春にしよう
志望校
 合格へ、一直線！小 学 部

公立中高一貫校受検コース

学校では「論理的思考」はあまり問われませんが、受検ではそれが重視されています。
社会の中でリーダーシップを発揮していけるのは、物事を科学的に見つめ、論理的に思考できる人材だからです。
春期講習で論理的思考力をどんどん鍛え、受検に対応できる脳をしっかり育てていきましょう。

受検に対応できる脳を育てる、早友流の春。

■積極的に問題意識をもち、自分を育てる計画も立てていこう。
「思考する算数」は適性検査に多用される割合・パズル系・論理系に取り組み、分析し推理し判断する力を鍛えます。
「読解作文」で長文を速く読み解く訓練と実践的な作文指導をくり返します。受検対応力の核となる、これらを徹底的に鍛えます。

都立 両国26名、  都立 白鷗4名、都立 小石川中2名、区立 九段中2名
平 成 29 年 春 今年も34名の早友生が、各難関校に合格しました。の 難 関 校 合 格 実 績

平成28年度  41名：両国39名、白鷗2名
平成27年度  39名：両国28名、小石川3名、白鷗3名、九段2名、富士1名、桜修館1名、鹿児島県立楠隼1名
平成26年度  36名：両国26名、小石川4名、白鷗5名、九段1名

【過去3年の実績】

年5回の公開模試で、受検突破力を鍛えてください。
6年生対象

小6・前期日曜特訓
【全10回 2時間/日】 26,500円

※4/1（日）はお休みです。

日程 日数 コマ数 科目 授業料（税込）
2時間/日 読解作文・社会系・思考する算数・科学系 10,800円

学年
小4年 3/27～3/30 4日

2時間/日 読解作文・社会系・思考する算数・科学系 20,950円小5年 3/27～4/4 8日
3時間/日 読解作文・思考する算数  31,320円3/27～4/4 8日小6年

【小学部】公立中高一貫校受検コース

私立・国立中学受験コース
これまでの学びを、本物の基礎力へ高めよう。

■学習し、テストで確認し、苦手を残さず、次を目指しましょう。
春期講習では、2月、3月に学んだ内容をしっかり復習します。
重要教科の算数、国語、理科、社会の基礎をきちんと理解しましょう。4年生、5年生は最終日のテストで到達度をチェック。
受験本番へ向かう6年生は、第1回合不合判定テストを目指し徹底的に復習します。

学習内容は、4年、5年、6年と段々むずかしいものになっていきます。
そのため、学んだことを確実に理解し、自分の知識として積み上げることが大切です。
春期講習では、これまで学んできたことを徹底的に復習し、新たな学びの世界を開く基礎力を、ぐんぐん高めていきます。

※4/1（日）・4/4（水）はお休みです。日程 日数 コマ数 科目 授業料（税込）
4時間/日 算・国・理・社 41,360円

学年

小4年

小5年
小6年

8日
3時間/日 算・国　　　 33,800円
5時間/日 49,980円
6時間/日

3/27～4/5

算・国・理・社8日3/27～4/5
算・国・理・社8日3/27～4/4 54,000円

【小学部】私立・国立中学受験コース

4・5年は、4/5（木）は四谷大塚YTテストの「春期講習会判定テスト」
により学習理解度をチェックします。テスト費は授業料に含まれます。

平 成 29 年 春 の 私 立 国 立 中 学 合 格 実 績
【国立】筑波大付属
【私立】足立学園、跡見学園、郁文館、市川、上野学園、江戸川女子、大妻、開智日本橋、かえつ有明、北嶺、共栄学園、京華、光塩女子学院、麹町女子、駒込
、栄東、芝浦工大、十文字、順天、昭和学院、女子美、聖徳大附、専修大松戸、千葉日大一、千葉明徳、東海大浦安、東海大高輪台、東京家政学院、東京女子、
東京成徳、東洋京北、獨協埼玉、中村、二松学舎柏、日大一、広尾学園、宝仙理数インター、三輪田、武蔵、目白研心、安田学園、和洋九段、和洋国府台、他

早友学院独自の「公開模試」は難しいと言われるほど、ハイレベル。公立中高一貫校の適性検査を徹底的に研究し、質の高い問題が出題される「年5回の公開
模試」は、着実に実力をチェックできると高い評価を確立しています。公立中高一貫校をめざすなら、ぜひ、挑戦してください。毎回、「父母学校」や「親
子授業」も開催し、充実した内容になっています。



春はステップアップの第一歩
志望校
 合格へ、一直線！中 学 部

高校受験準備コース（中1・中2）

高校入試の問題は、基本的に中学2年までの内容から作成されます。
1年、2年の学習をいかに自分の「基礎力」として身につけるかが勝負の分かれ道。春期講習では、復習を徹底し基礎を固めていきます。
中2までの学びが「受験の本丸」と認識して、実力をパワーアップしていきましょう。

受験突破の第一歩は、中2までの学びです。

第一志望の高校合格を目指して5年、楽しく学べるから通い続けます。

■春期講習で、1学期の関門を、ばっちり乗り越えよう。
重要教科はすべて、1学期の前半が第一関門。新しく始まる内容にとまどわないように、これまでに学んだことを完全に理解しておくことが重要です。
春期講習では、特に英語・数学の基礎の復習に取り組みます。ひとつひとつ確実に理解して、わからないことを残さないように次へ進んでいきます。

■「チェックテスト」「達成度テスト」で、着々とレベルアップ。
いま自分の学力がどの程度まで進んでいるか確認するために、厳選した問題によるチェックテストで学習の達成度を把握します。
毎日、英単語、漢字、計算の小テストをくり返し、自然に実力をレベルアップしていきます。

※4/1（日）はお休みです。

日程 日数 コマ数 科目 授業料（税込）学年

中1 3/27～3/30 4日 2時間/日 英語・数学 9,720円
3/27～4/4 8日 2時間/日 英語・数学 19,440円
3/27～4/4 8日 3時間/日  英語・数学・3科チェックテスト 24,840円

【中学部】高校受験準備コース

中2

高校受験コース（中3）

受験生としてデビューする春。この一年が、第一志望校合格の成否を決します。
なによりも大切なのは、一歩一歩進むこと。理解の上に理解を重ねた基礎力があれば、自然に応用力も育ちます。
合格への扉を開くのは、着実に積み上げられた基礎力です。合格の扉を開くために、踏みだしましょう。

基礎の階段を登った先に、合格への扉がある。

■春期講習で、じっくり受験対応力を鍛えていきます。
英語は長文の読解や文法の再確認、数学は中2までの基礎の応用へ、国語は文章を速く正確に読み解く訓練、理科は化学分野などの理解を深め、
社会は公民や地理、歴史の知識を確実にします。重要5教科の基礎を徹底的にマスターし、実り多い春期講習にしてください。

■自分の「基礎力」を徹底的にチェックし、余裕をもって受験へ。
春期講習では、英語・数学・国語・理科・社会の5教科すべてで、チェック＆マスターをくり返します。
入試頻出の中2までの学びを徹底的にマスターし、余裕をもって受験にのぞむ準備をします。
まだ苦手があってもあせらず、着々と実力を高めていきましょう。それが合格への最短距離です。

平 成 29 年 春 の 高 校 合 格 実 績

※4/1（日）はお休みです。

日程 日数 コマ数 科目 授業料（税込）
6時間/日 英語・数学・国語・理科・社会 54,000円

学年

中3 3/27～4/4 8日
4時間/日 英語・数学・国語 41,040円

【中学部】高校受験コース

【都立】青山、飛鳥、板橋有徳、上野、江戸川、大江戸、科学技術、葛飾商業、葛飾総合、葛飾野、北園、小岩、江東商業、江北、小松川、駒場、芝商業、城東
、新宿、新宿山吹、墨田川、竹早、戸山、晴海総合、光丘、日比谷、深川、文京、南葛飾、向丘、両国仙理数インター、三輪田、武蔵、目白研心、安田学園、和
洋九段、和洋国府台、他
【私立(都内】飛鳥未来、足立学園、郁文館、上野学園、江戸川女子、神田女学園、関東第一、共栄学園、錦城学園、京華、京華商業、京華女子、麹町女子、國學
院、国士舘、駒込、桜丘、品川エトワール、修徳、淑徳、淑徳巣鴨、順天、昭和第一、杉並学院、成蹊、正則学園、青稜、専修大付、大東文化大学第一、多摩大
目黒、中央大学、東海大高輪台、東京家政大、東京家政学院、東京成徳大、東洋、朋優学院、日大一、日大桜丘、日本橋女学館、武蔵野、明治学院、安田学院
【私立・県立(千葉・埼玉・静岡)】昭和学院、専修大松戸、東海大浦安、日大習志野、二松學舍柏、日出学園、藤江明誠、武南、県立三郷
【高専】産業技術高専、国立木更津高専

小学4年生から早友学院生になり、いまでは中2になりました。この年が高校受験でいちばん大切だと教わり、気持ちを引きしめて毎日学習しています。
早友学院は先生方が楽しいところが好きです。むずかしいことも楽しく説明してもらえるので、よくわかりますし、新しいことをどんどん知りたくなってきます。
来年はいよいよ受験生なので、第一志望校合格を目指してがんばりたいです。　　　　　
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学習相談･お申込みは、フリーダイヤル　

元気に合格を目指す、So，You！の受験（検）態勢

1対1から少人数グループまで、希望に合わせて指導スタイルが選べると好評の「個別教育」。
家庭教師感覚で、きめ細かく徹底した実力養成をめざします。

希望に応じて、3つのコースから最適な指導スタイルが選べます。

個 別 教 育

四谷大塚YTネットに参加して、本学院独自の脳力を高める教材と併せて、定
評の学習システムとYTテストも併用します。さらに徹底した志望校の分析・研究
を加え、それぞれの志望校に最適な指導を行います。

「早友流」と「四谷大塚YTネット」で万全の学習指導

早友学院の『公立中高一貫校受検・公開模試』は、充実した内容で高い評
価を受けています。いち早く受検の潮流をとらえ、分析・研究を重ねてきた伝統
の成果。毎年、数多くの合格者を送りだしています。

いち早く対応した「公立中高一貫校受検」の歴史と実績

1対1の完全個別指導。疑問も弱点もその場で解消し、

次々レベルアップしていく、徹底した受験対応ができます。

対象学年 1単位
小1～6生 15,120円

2単位
29,160円

3単位 4単位以上
41,040円 1単位ごと＋11,880円

中学受験･小4生 16,200円 32,400円 47,520円 1単位ごと＋15,120円
中学受験･小5生 18,360円 35,640円 51,840円 1単位ごと＋16,200円

中1・2生 15,120円 29,160円 41,040円 1単位ごと＋11,880円
中学受験･小6生 19,440円 38,880円 57,240円 1単位ごと＋18,360円

中3生 18,360円 35,640円 50,760円 1単位ごと＋15,120円
高1・2生 18,360円 35,640円 50,760円 1単位ごと＋15,120円
高3生 19,440円 38,880円 57,240円 1単位ごと＋18,360円

　

1for1コース
生徒2人に講師1人で、きめ細かな学習指導を展開。

1人よりも競えるライバルといっしょが好きな子にぴったりです。

対象学年 1単位
小1～6生 9,720円

2単位
19,440円

3単位 4単位以上
27,000円 1単位ごと＋7,560円

中学受験･小4生 10,800円 21,600円 31,320円 1単位ごと＋8,640円
中学受験･小5生 11,880円 23,760円 33,480円 1単位ごと＋9,720円

中1・2生 9,720円 19,440円 27,000円 1単位ごと＋7,560円
中学受験･小6生 12,960円 25,920円 37,800円 1単位ごと＋11,880円

中3生 11,880円 23,760円 33,480円 1単位ごと＋9,720円
高1・2生 11,880円 23,760円 33,480円 1単位ごと＋9,720円
高3生 12,960円 25,920円 37,800円 1単位ごと＋11,880円

1for2コース
数人のグループでそれぞれの課題に取り組む少人数クラス。

友だちといっしょの方がやる気が出る子はこちらを。

対象学年 1単位
小1～6生 7,560円

2単位
11,880円

3単位 4単位以上
16,200円 1単位ごと＋4,320円

中学受験･小4生 8,640円 16,200円 23,760円 1単位ごと＋7,560円
中学受験･小5生 9,720円 18,360円 27,000円 1単位ごと＋8,640円

中1・2生 7,560円111,880円 16,200円 1単位ごと＋4,320円
中学受験･小6生 10,800円 20,520円 30,240円 1単位ごと＋9,720円

中3生 9,720円 15,120円 20,520円 1単位ごと＋5,400円
高1・2生 9,720円 15,120円 20,520円 1単位ごと＋5,400円
高3生 10,800円 17,280円 23,760円 1単位ごと＋6,480円

　

グループコース

しっかり着実に思考力を伸ばす

SoYou!の個別教育

※表示の授業料は、すべて税込の金額です。講習の日程は、学校日程の都合により、各教室で異なる場合がございます。　
※詳しくはホームページをご覧いただくか、お気軽にお問合せください。グループコースは3人以上でお申し込みください。

生徒が「勉強が好き」「テストが楽しい」と思えるように導くのが早友流。知識をつ
めこむのではなく、自ら関心を持ち、積極的にさまざまな問題に取り組んでいくよう
にすることを第一目標にしています。

「勉強もテストも大好き」に育てる、独自の指導方針

各教室には自修の場が用意され、生徒たちが真剣に勉強に取り組んでいま
す。生徒が自ら学習し、スタッフは静かに見守り、そして質問の時間を設け、生
徒の疑問に答え、苦手を克服する方法を指導します。

やる気がぐんぐん目覚める、自ら学ぶ「自修会」

So,You
の教室

8カ所の教室で、地域密着
のきめ細かな学習指導を
展開しています。ぜひ、お
近くの教室に気軽にお立
ち寄りください。

！
［東陽教室］ 03-3699-7521

東陽教室

［亀戸教室］ 03-3685-5108

亀戸教室

［金町教室］ 03-3600-8343

金町教室

［新小岩教室］ 03-3695-3421

新小岩教室

［押上教室］ 03-3623-7571

押上教室

［高島平教室］ 03-5398-1281

高島平教室

［瑞江教室］ 03-3677-2181

瑞江教室

［お花茶屋教室］ 03-3690-0657

お花茶屋教室
双葉
中学校


