It is a race against the clock.
We are here for you.

小学部

冬期講座本科コース

プログラミングと英語強化の冬期講座

算数 算数は基本事項から応用問題まで。和算や、算数パズルなどで楽しく取り組む。

国語 良質の⽂章を⾳読。表現⼒を磨き、精選した⽂章問題を解くことで、読解⼒を伸ばす。

英語 フォニックスで、基本的な英単語が読めて、書けるようにする。初心者の方も安心。
プログラミング キーボードに慣れよう。SCRATCH(スクラッチ)でブロックの組み合わせやアルゴリ

2020年度入試
国公立大学合格率

ズムを学ぶことで、「自分のアイデアを表現するための技術･方法」を身につける。
TESでプログラミングを楽しく学ぼう︕

日程 真正校 12月23日(水)、24日(木)、28日(月)、1月4日(月)、5日(火)、7日(木)

100 ％ 達成

北⽅アネックス 12月22日(火)、25日(⾦)、29日(火)、1月5日(火)、6日(水)、7日(木)

学費

公立高校合格率

100 ％ 達成

6,200 円

応援キャンペーン 11,200円のところ
12月8日(火)までにお申込の方は

税別
教材込

英語を受験の
武器にする

中学部 ⼊試問題が⼀人で解ける本物の実⼒を養成
冬期講座本科コース

テスアカデミーの小学生英語は、フォニックスに習
熟し、英文法もしっかりと学びます。「読む･書く･
聞く･話す」の4技能を身につけ高校受験、大学受
験に圧倒的に強い英語を目指します。

中１・２ ⾼校⼊試では1年、2年の内申点が重要。
定期試験で成績を上げることに絞る︕
日程 真正校 12月12日(土)から1月7日(木)の全13日間

日 程 北⽅アネックス 12月12日(土)から1月7日(木)の全13日間

学費 応援キャンペーン 中1 12月8日(火)までにお申込の方は、24,600円が19,600円〔税別・教材込〕

学 費 応援キャンペーン 中2 12月8日(火)までにお申込の方は、24,600円が19,600円〔税別・教材込〕

私立中学受験講座

中３ 第一志望⾼校に余裕で合格させる。
全⼒指導で志望⾼校突破する︕

冬期講座 ⼊試頻出内容を総復習。出題傾向を分析し得点⼒を劇的にUP︕ 学費 42,600円〔税別・教材込〕
日程 真正校 12月12日(土)から1月7日(木)の全16日間

中高一貫カリキュラムを組み､一気に学力を伸ばす。
中学入試だけでなく、将来の大学入試まで見越した指導。
岐阜県と愛知県の私立中学に的を絞って受験指導します。
対象■小学５年生、６年生
くわしくは本部事務局までお問合せ下さい。

▲

日 程 北⽅アネックス 12月12日(土)から1月7日(木)の全16日間

年末特訓ウルトラゼミ 全20時間の集中特訓。頻出事項を総復習し⼀気に実戦⼒を⾼める︕
日程 12月30日(水)、31日(木)

学費 20,000円〔税別・教材込〕

学費 応援キャンペーン 12月8日(火)までにお申込の方は、

会場 テスアカデミー真正校

冬期講座＋年末特訓ウルトラゼミ 同時申込合計62,600円が57,600円〔税別・教材込〕

※冬期講座の日程・授業時間について、くわしくは桃李学園本部事務局〈058-324-1191〉までお電話でお問合せ下さい。

1月からの通常授業のご案内
小学部
真正校

中学部
小学部

北方アネックス

中学部

〈中3公⽴⼊試直前特訓 残席わずか〉

Jr・6 年生

月曜日 17:30 ～ 18:50 木曜日 17:30 ～ 19:10

1・2 年生

月曜日 19:00 ～ 21:45 木曜日 19:30 ～ 22:00 金曜日 19:45 ～ 22:15

3 年生

月曜日 19:00 ～ 22:00 木曜日 19:30 ～ 22:00 金曜日 20:00 ～ 22:15

Jr・6 年生

個別指導コース

⾼校⽣ 個別指導コース

難関大受験対策
医･歯･薬受験対策

中学⽣ 個別指導コース

岐高･北高･加納高対策 英検受検対策
岐阜高専受験対策
教科書準拠定期試験対策

小学⽣ 個別指導コース

アドバンス算数･国語 ベーシック算数･国語
私立中学受験対策
フォニックス英語

大学受験総合対策

高校受験総合対策

スタンダード算数･国語

＊個別指導コースについて、くわしくは本部事務局(058-324-1191)までお電話でお問合せ下さい。

高 |校 |部

火曜日 17:30 ～ 18:50 金曜日 17:30 ～ 19:10

1・2 年生

火曜日 19:30 ～ 22:15 木曜日 19:30 ～ 22:00 金曜日 19:30 ～ 22:00

3 年生

火曜日 19:15 ～ 22:15 木曜日 19:30 ～ 21:45 金曜日 19:30 ～ 22:00

進学先が決まったら、テスの「⾼校進学準備ゼミ」。Ⅰ部は2月開講。
個別形式で中学の総復習から⾼校の予習まで。Ⅱ部は3月開講。
⾼校数学・⾼校英語の先取り予習授業でスタートダッシュ︕

*個別指導コース(真正校・北方アネックス)は相談の上決定します *小学部本科コースは週2日、国語・算数・英語必修です
*中学部本科コースは、中3週3日、5教科必修。中1・2は、週2日進学コース、週3日特進コース選択制です
*クラスによって満席のため募集を停止しています。くわしくは本部事務局(058-324-1191)までお気軽にお問合せ下さい

現小学6年⽣

1ターム 2月第3/第4週
2ターム 3月第1/第2週
3ターム 3月第3/第4週

応援キャンペーン
中学⼊学準備講座を受講
して、4月から正規⼊塾手
続きをされる方は､実質0円

個別学習相談会

｢う ちの子は大 丈夫 か
な？」 とご心配されてい
ませんか。テスアカデミー
の｢個別学習相談会に｣
ぜひお越し下さい。

数学平均点

93.8
96.3

点
英語平均点
点

本年度中学⼊学準備講座
受講生の定期テスト実績

個別学習相談会は、蜜を避け、ゆっくり時間を
取ってご相談いただくため予約制です。

11月23日(祝)、26日(木)、28日(土)、12月５日(土)

蜜を避け､ゆっくりご相談いただくために、本部事務局〈058-324-1191〉でご予約下さい。
上記日程でご都合が合わない場合には、お電話でお気軽にご相談下さい。

進学先が決まったら

テスアカデミー⾼校部在籍校︓岐⾩⾼校・岐⾩北⾼校･加納⾼校
岐⼭⾼校･⻑良⾼校･⼤垣東⾼校･本巣松陽⾼校・岐⾩農林⾼校
県⽴岐⾩商業⾼校･岐⾩⼯業⾼等専門学校 その他

いよいよ２月開講

⼩学算数の重要ポイント総整理をしっかりした後で、
数学は基礎・基本からていねいに進め、正負の数をマ
スターします。英語はアルファベットや、フォニックスで単
語の読み方から始めますから、初心者でも安心です。

⾼校進学準備ゼミ 2月開講

TOEIC受験対策
高校準拠定期試験対策

2020 Winter Campaign

TESは学びを応援します
最大

30,000

応援１ 早期割12月8日までに冬期講座申込手続
き完了で冬期講座受講料から5,000円割引

応援２ 冬から割冬期講座から継続して正規⼊塾さ
れる場合、⼊塾⾦10,000円割引

応援３ 冬から割12月28日までに継続⼊塾手続き

円割引

完了していただいた方は、さらに初期納⼊⾦か
ら15,000円割引

体験学習 〈冬の無料招待講座〉
予約受付中

真正校 本科コース 小学部 | 11月 26日(木)、 12月 3日(木)、 7日(月)、 10日(木)
真正校 本科コース 中学部 | 11月 26日(木)、 12月 3日(木)、 7日(月)、 10日(木)
北⽅アネックス 本科コース 小学部 | 11月 27日(⾦)、 12月1 日(火)、 4日(⾦)、 8日(火)
北⽅アネックス 本科コース 中学部 | 11月 27日(⾦)、 12月1 日(火)、 4日(⾦)、 8日(火)
◆⼩学部・中学部・⾼校部で予約受付中◆上記以外の日程は、お電話でお問合せ下さい。

桃李学園本部事務局

岐⾩県本巣市上真桑1870 〒501-0461
Tel058-324-1191 Fax058-324-0347

