
河合塾Winɡs立川の1教室からこの実績！！合格力が違う!

この他の高校でも、多数合格者を出しています。(2023年3月3日現在）※春期・夏期・冬期の講習のみ、模試のみの参加者は含みません。
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私立にも強い！
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① 激戦の2023年入試を概括する
② 合格者座談会

参加人数に限りがあります。
お早目にお申し込み下さい。

日程が合わない方は個別で相談承ります。

※中1・中2は3クラス、中3は5クラスに分かれます。詳しくは教室までお問い合わせください。■講習受講料（消費税・教材費込み）
小5・小6　8,000円
（60分×2教科）

中1　23,100円
（70分×3教科）

中2　46,100円
（70分×3教科）

中3（3科）　46,100円
（70分×3教科）

中3（5科）　70,700円
（70分×5教科）

小5・小6・中1（4日間） / 中2・中3（8日間）

■春期講習日程・時間

高校入試報告会

学力診断テスト
(同時開催 春期講習説明会)

3/21火13：00～

新小5～新中33/12日・19日・26日

春期講習で河合塾Wingsの合格力を体験してください無料
要申込

無料
要申込
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17：30～21：20
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18：20～20：50
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（050）7582-9134

立川教室
進学塾の合格実績は地元の教室で比べてください。 高校生のご兄弟がいる方は・・・

河合塾立川校
高校グリーンコース
TEL 042-526-0581

入塾申込受付中 教室HP 入塾説明会
申込はこちら

高校生 対象

3/73/2 17：00河合塾Wings 折込日締日

河合塾Ｗingsは思考力・記述力を重視した指導を、
経験と実績あるベテラン講師が担当します。

中2担当　田中 照彦
中1担当　谷口 宏敬

担当　谷口 宏敬

4月開講 月曜日 全25回（各回60分）
36,000円※

小6対象 4月開講 土曜日 全20回（各回90分）
41,600円

中1・2対象

※ 小6生は単独受講も可能です。詳しくはお問い合わせください。

（消費税・教材費込 8回の分割払い） （消費税・教材費込 8回の分割払い）料金 料金

記述力養成講座

2021年から始まった「大学入学共通テスト」は英語の民間検定と数学・国語の記述問題の導入が中止されました。しかし、英語における4
技能（話す・聞く・読む・書く）の必要性は変わりません。同様に、思考力に裏付けられた記述力の必要性も変わりません。
小学生においても学習指導要領の改訂に伴い、「プログラミング教育」の導入、「英語の教科化」などが行われています。時代に応じて子供
たちも「新しい学び」が求められることになるわけですが、一方で変わらないものもあります。それは読解力と、思考力に裏付けられた記
述力、そしてすばやく正確な計算力です。
河合塾Ｗingsでは最新の情報端末を利用し、英語の4技能対策や、算数・数学の基礎力向上、計算力の強化にも取り組んでいますが、すべて
の学力のベースとなる、「思考力の養成」「記述力の養成」にもっとも力を注いでいます。
立川教室での取り組みの一端をご紹介します。関心をお持ちの方は是非「春期講習説明会」にお越しください。

合格体験記
充実した河合塾Wings立川教室での3年間

　僕は新中1の春から立川教室に通い始めました。3年間
通っていて、河合塾Wingsは授業が圧倒的に面白いと感じて
きました。深く濃い内容を雑談も交えたりしながら分かりや
すく教えて頂きました。重要内容の復習も含め、充実した授
業のおかげで自分の力が伸びていくのを感じとても楽し
かったです。3年間、両親や先生方には生活面や進路につい
てなどあらゆる面で支えられ感謝の気持ちでいっぱいです。
自分の力を信じ、未来に向かって身近な所から頑張っていき
たいと思います。

【担当者からひとこと】
　思い返すと紆余曲折もあった3年間でしたが、継続してき
た成果だと思います。併願した学校も全勝でしたね。おめで
とう！

進学校 都立立川高校創造理数科
沼邉 龍樹（日野三沢中）

文武両道をめざして

　私が受験期で最も苦労したことは学習とスポーツの両立
です。私はラグビーをやっていますが中3になってから練習
量が増え、遠征など長距離の移動も増え、それが12月まで続
きました。疎かになりつつあった私の勉強を支えてくれたの
が河合塾Wingsです。授業は夜行われますがその前の昼間か
ら自習が可能です。そのためラグビーが忙しい自分でもしっ
かりと勉強することができ、早稲田実業に推薦で合格するこ
とができました。河合塾Wingsは文武両道を目指せる塾だと
思います。

【担当者からひとこと】
　彼は小5から5年間通いました。中3では最上位のクラス
で頑張り、一般入試でも難関校に通用する学力を身につけて
くれました。合格おめでとう。

進学校 早稲田実業学校高等部
藤森 政紀（小平第五中）

河合塾Wingsへの感謝

　私は中学1年生になる時に入塾しました。入塾すると2カ
月に一回の実力テストがあり、結果次第でクラス分けがされ
るため、自然と復習する習慣がつきました。また、中3になる
とクラスごとにテストの内容が異なって難易度も上がって
いきます。「どんなに難しくても一位になりたい！」くらいの
気持ちでいれば予習が楽しくなっていきます。
　もともと勉強が苦手であまり身が入らなかった私に予習・
復習を習慣づけてくれた河合塾Wingsに感謝します。

【担当者からひとこと】
　思うような内申がとれず苦労しましたが、最後の追い上げ
は見事でした。あきらめずにチャレンジした結果が実り、本
当によかったです。

進学校 都立国分寺高校
赤松 かれん（立川第二中）
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