
講座の詳細は
裏面をご覧ください

入試対策 土曜特訓

対  象 中学３年生 受講費 １１,０００円（税込）/月
※入会金はかかりません。
※テキスト代は受講費に含まれます。
※模試を受験される場合は別途模試費がかかります。

難関校突破入試対策土曜特訓なら、自分の課題に的を絞った対策ができるから、難関校合格をより確実なものにできます。

仙台一高 / 仙台二高 / 仙台三高 / 宮城一高 / 仙台二華高

泉館山高 / 泉高 / 仙台向山高 / 仙台南高 / 宮城野高 などの

公立難関校

難関校突破
自 信 を もって 合 格 へ 。

対象：中学３年生
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新型コロナウイルスの
感染拡大防止に配慮しています。

入退室の際は、
手指の消毒を
します。

校舎では
マスクの着用を
徹底します。

密閉空間を避け、
教室の換気を
徹底します。

毎日複数回、机など
アルコール消毒を
行います。

生徒同士の
社会的距離を
維持します。

対 

象 

志 

望 

校

難関校攻略のポイントを直接講義

難関校合格の攻略法を

専用対策で早期完成

都道府県別の出題傾向を分析し尽くした難関校
対策専用のカリキュラムだから、目標に的を絞っ
た対策でムダなく合格のための土台となる力を養
えます。また、ニガテな単元も問題を解くときの着
眼点からミスしがちなポイント、途中式の作り方ま
で丁寧に説明するから、理解不足を残しません。

「よく出る」「差がつく」厳選問題で演習

宮城県の傾向に即した

課題を使用

難関校の入試では、単純な正誤問題ではなく、思
考力や表現力を問う問題や、正答率が数％の難問
でも確実に点数を取れる力が求められます。本講
座では、都道府県別や志望校別に厳選された「よ
く出る」「差がつく」良問を様々なパターンで徹底
的に演習。どんな問われ方をされても、最後の1点
まで取りきる力を鍛え上げます。

地域に特化した情報で
一人ひとりに合った進路･受験相談

確かな情報力と進路指導力で

合格への最終仕上げ

難関校入試に精通した熱意あふれる講師が進路
指導。一人ひとりの志望校や課題に合わせ、合格
のために優先すべき単元や先取りすべき箇所な
どを個別にアドバイスします。家庭学習の進め方
も講師が親身になってサポートするから安心。残
り６か月のラストスパートもモチベーションを高
く保って学び続けられます。

入試までのラスト６か月。「全てやりきった !」と自信がもてて、入試本番で力が出し切れるように。

※記載の合格者数は、進学プラザグループの塾生として受験学年時に在籍した生徒のみの実績です。春期講習・夏期講習・冬期講習のみを受講した講習生、突破模試・ナビ模試・
　オープン模試を受験したのみの生徒は、一切含まれておりません。（受講コースの詳細については当塾ホームページのコース案内をご確認ください。）

宮城のトップ２校にも圧倒的合格実績！2022 進学プラザグループ高校合格実績

　仙台三高８１名　 宮城一高６０名　 仙台二華高３２名　 泉館山高２０名　 泉高３５名 　仙台向山高１９名

　仙台南高３５名　 宮城野高１７名　他多数合格！

１３６名合格者の４割以上が進プラ生！ 合格者の３分の１以上が進プラ生！１２６名
仙台二高定 員

３２０名
定 員

３２０名仙台一高



対  象 中学３年生

受講費 １１,０００円(税込)/月

※入会金はかかりません。

※テキスト代は受講費に含まれます。

※月に１度の模試を受験される場合、別途模試費がかかります ［ １回 ３,３００円（税込） ］。

申込締切 ２０２２/８/２６金 まで

対象志望校

仙台一高・仙台二高・仙台三高・宮城一高・仙台二華高・

泉館山高・泉高・仙台向山高・仙台南高・宮城野高
などの公立難関校

申込方法 ホームページよりお申し込みください。

受講日程

確かな指導実績を誇る進学プラザグループが、そのノウハウに基づき、難関校志望者のためにつくった専
用プログラム。同じ志望校を目指すライバルと切磋琢磨できる環境だから、集中力とモチベーションが高
まります。宮城県難関校入試に特化したカリキュラムを、進学プラザグループでも選び抜かれた精鋭講
師が講義。ラストスパートの６か月で、宮城県難関校で求められる力を効果的に伸ばしていきます。

お申し込みの方全員に「一高・二高ＴＯＰＰＡノー

ト」をプレゼント。一高・二高に合格した先輩の

合格ノートの作り方が学べ、実践できるオリジナ

ルノート！整理しながら学べるから、理解が進

み、合格がぐっと近づくマル秘アイテムです。

申込特典
宮城県入試を知りつくした

「進学プラザグループ」の精鋭講師が実施する特別授業！
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入試過去問

（宮城 + 他県） の

徹底演習

入試過去問（宮城） の

実践演習と

記述問題を

中心とした解説授業

お早めのご受講開始をオススメしますが、
ご都合に合わせていつからでもご参加いただけます。

※定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

※一高・二高ＴＯＰＰＡ館仙台本部校のみ日曜日での実施となります。
　 詳細は教室担当者よりご連絡いたします。

※教科の順番は、各教室で異なります。詳細は教室担当者よりご連絡いたします。

■仙台一高・仙台二高・仙台三高・宮城一高・仙台二華高を志望する方

■泉館山高・泉高・仙台向山高・仙台南高・宮城野高を志望する方

実施教室

こちらのQRコードからお申し込みいただけます。

進学プラザ　難関校突破入試対策土曜特訓 検索

お問い合わせフォームの【問い合わせの種類】から、難関校

突破入試対策土曜特訓を選択し、各項目をご入力のうえ、ご

送信ください。お申し込み内容を確認後、担当者から手続き

日のご連絡をいたします。

志望校により、教室が異なります。

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 仙台本部校
仙台市宮城野区榴ケ岡101-1

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 愛子駅前校
仙台市青葉区愛子中央1-2-35

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 あすの長町校
仙台市太白区長町6-7-18

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 岩沼中央校
岩沼市中央1-5-18

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 塩釜海岸通り校
塩竈市海岸通10-19

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 泉中央校
仙台市泉区泉中央1-20-3 3F

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 多賀城校
多賀城市東田中2-40-3

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 名取駅前校
名取市増田4-7-30 1F

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 五橋校
仙台市若林区土樋104　プラザコアビル 1F

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 八幡町校
仙台市青葉区柏木2-1-5 2F

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 上杉校
仙台市青葉区上杉5-8-62

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 上杉山通校
仙台市青葉区上杉1-8-17　上杉21ビル 2F

仙台進学プラザ 泉中央校
仙台市泉区泉中央1-20-3 2F

仙台進学プラザ 泉ビレジ教室
仙台市泉区館6-14-13

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 荒井校
仙台市若林区荒井東1-4-7

仙台進学プラザ 長町校
仙台市太白区長町南1-9-22 プラザS-1 1F

一高・二高ＴＯＰＰＡ館 成田校
富谷市成田4-18-5
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一高・二高ＴＯＰＰＡ館 仙台本部校
仙台市宮城野区榴ケ岡101-1


