
FAX.0234-23-4615
酒田市新橋一丁目7-16

少人数・クラス指導で
鍛える！＼一斉授業／

青陽学院 せいよう
電話受付時間：AM10：00～PM10：00

＼個別指導／1対1・1対2で、とことん！

母国語ではない英語を自分のものにすることは「なんとなく」読める、書けるの
延長にはありません。「しっかりとした」「聞く」「読む」「話す」「書く」のトータル
な力をつけることを目標とします。

来年から「小学3年生からの必修化」「小学5年生からの教科化」されます。
また、「大学入試センター試験の英語改革」もすすめられており、英語の
重要性が高まってきています。

放課後や休日、本を読んだり、学校の宿題や自分の勉強をしたりします。フリー
スペースせいようは、ゆったりとした時間の流れる空間です。そんな安心を足場に
自分づくりの学びの世界も広がります。自分の将来にむけて、進路や社会への
１歩を支える環境がそろっています。また、人やモノと豊かに出会いなおす中で、
小中高と成長していく素地をつくっていきます。

放課後や休日、本を読んだり、学校の宿題や自分の勉強をしたりします。フリー
スペースせいようは、ゆったりとした時間の流れる空間です。そんな安心を足場に
自分づくりの学びの世界も広がります。自分の将来にむけて、進路や社会への
１歩を支える環境がそろっています。また、人やモノと豊かに出会いなおす中で、
小中高と成長していく素地をつくっていきます。

TEL.0234（28）8664まずはお気軽にご相談ください

フリースペースせいよう

青陽の
英語教室では

❶ 英語の基礎からじっくりとていねいに学習
❷ 理解度、定着度を重視し、 十分な反復練習を行う
❸ 中学・高校と伸びていくことのできる英語力の養成

個別指導がさらに充実！

※回数は上記以外の回数でもできます。

冬休み課題《1教科集中に最適！》
聞きたいところを、ピンポイントで聞ける！

冬休み課題《攻略に最適！》
基礎力養成！！

冬休みの課題をじっくりこなしたい
実力養成したい人！！！

3回

5回

7回

受講回数●目安の

1対2　1対1or

※オンラインでの授業にも対応しております。
　希望する方は、ご相談ください。人数に制限がございます。
※料金はすべて税込です。

学　年　　　　　　料金・時間・回数
3,107円（60分）×希望回数
3,360円（60分）×希望回数
3,360円（60分）×希望回数
3,870円（60分）×希望回数

小学生
中1
中2
中3

1
対
2

1
対
1

学　年　　　　　　料金・時間・回数
2,520円（60分）×希望回数
2,572円（60分）×希望回数
2,572円（60分）×希望回数
3,080円（60分）×希望回数

小学生
中1
中2
中3

個 別 授 業

小学生から社会人まで！！ 
ニーズに合わせた学習環境！

知ってた？
小・中学生対象

青陽教育セミナー

冬期講習冬期講習 基礎をかため、中学からの爆発力にする

※教材費・テスト代含む ※授業だけでなく、自由に自習室を利用できます ※料金はすべて税込です

小1～3年
小4年
小5年
小6年

国・算
国・算
国・算・英
国・算・英

90分×7回
90分×8回
120分×8回
120分×8回

15,600円
16,600円
17,600円
18,700円

月　日 時　間対　象
12/20（日） ＰＭ ４：0０～小学生(保護者対象)

Winter
Seminar
Winter
Seminar

※ご都合があわない場合、個別に対応いたします

初等部

高校進学セミナーでは、
最新の入試・教育情報をお知らせいたします。

基礎力養成からトップ校対策まで冬期講習Winter
Seminar

高校進学セミナー

※教材費・テスト代含む ※授業だけでなく、自由に自習室を利用できます ※料金はすべて税込です

中１
中２
中3①
中3②

国・数・英・理・社
国・数・英・理・社
国・数・英・理・社
国・数・英・理・社

180分×8回
180分×8回
210分×10回
10回＋特訓3回

22,600円
23,200円
35,400円
46,200円

ＰＭ 7：3０～
ＰＭ ７：３０～
ＰＭ ７：３０～
ＰＭ ７：00～
ＰＭ 8：00～

※ご都合があわない場合、個別に対応いたします

中等部

学　年 教　科 料　金

時　間対　象月　日

時間・回数

学　年 教　科 料　金時間・回数

12/15(火)
12/16(水)
12/17(木)
12/19(土)
12/19(土)

一 斉 授 業

志望別・学力別指導で大きく飛躍！
受験への突破力を鍛える！！

志望別・学力別指導で大きく飛躍！
受験への突破力を鍛える！！

「わからない？」が
「わかる！」にかわる！！

中１（生徒＆保護者対象）
中２（生徒＆保護者対象）
中３（酒田西・光陵・鶴工専等志望生徒＆保護者）
中３（酒田東・鶴岡南志望生徒）
中３（酒田東・鶴岡南志望保護者）　　

　さまざまな理由で、学校に通えなかったり、学習塾に通えなかったりして学習が
遅れたり滞っている子どもたちを支援することを目的としたフリースクールです。学習
サポートやカウンセリングなどを通して、自信と学ぶ目的に出会えるための自分探し
の場を提供します。さまざまな理由で学校から遠のいている子どもたちも気軽に自分
の居場所を探していけるように、一人ひとりのペースに合わせて、応援します。

まずはお気軽にご相談ください　TEL.0234（28）8664
せいようフリースクール

http://www.seiyo-gakuin.jp
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全学年対応英語コース
「聞く」「話す」「読む」「書く」の
トータルな英語力がつけられる！

青陽の英語教室 週1回実施
授業時間60分

http://www.seiyo-gakuin.jp

ホームページは
こちら！

12月19日 ▼土 1月10日 日冬期講習 青陽学院は
大切な勉強の
パートナーです

当学院では、手洗い・アルコール消毒や定期的な換気に努め新型コロナウイルス感染予防対策を講じて授業を行っています。

  日本最大級！ 信頼できるデータ！
客観的に学力を把握！ 学力向上の指針に！

全国進学
トライアル
テスト
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青陽学院青陽学院青陽学院 青陽予備校青陽予備校青陽予備校
生徒一人ひとりの“現在”と“未来”をサポート

青陽学院の確かな 合格実績

これまでの公務員試験合格実績

予備校青
陽

山形県公立学校教員（小学校）／茨城県公立学校教員（高校）／国家一般職（土木－大卒程度）／山形県職員（総合土木－大卒程度）／鶴岡市市役所職員（上級土木）／酒田市市役所職員（保育士－保育行政職）／酒田市市役所職員
（行政－大卒程度）／酒田地区広域行政組合消防職員（消防士Ｂ）／遊佐町役場職員（上級行政）／山形県警　警察官Ｂ／自衛隊　自衛官候補生／自衛隊　自衛官曹候補生　

2020 2019
早稲田大学（文化構想/文化構想）
東北医科薬科大（医 /医）
東京理科大学（理/化学）
北海道大学（理/化学）
青山学院大学（理工/物理・数理）
明治大学（理工/数学）
明治大学（法/法）
立教大学（社会/社会）

宮城教育大学（教育/中等保健体育）2名
新潟大学（工/化学材料）
山形大学（人文/人文）
香川大学（創造工/創造工）
宮城大学（事業構想）
東北学院大学（経済/経済）
東北学院大学（工/環境建設工）
工学院大学（工/機械工）
昭和女子大学（人間文化/日本語日本文）
創価大学（文/人間学）

慶應義塾大学（環境情報）
青山学院大（経済／現代経済デザイン）
青山学院大（経営／経営）
学習院大（経済コア／経済）
学習院大（文／史）
東京女子大（現代教養／心理コミュ）
東京薬科大（薬／薬）
中央大（文／史）

法政大（経済／現代ビジネス・経済）
法政大（社会／社会）
法政大（経営／経営）
北海道大（理／化学）
秋田大（理工／システムデザイン工 (b)（土木環境工学コース））
宇都宮大（工／基盤工）
新潟大（工／化学材料）
北海道教育大（函館校）（教育／国際地域）
山形大（工／情報エレクトロニクス（情報知能コース））
山形大（人文社会／地域政策）

セミナーを通じ、最新入試情報をお知らせし、個人面談を通じ各自の
学習スケジュール作成のサポート・進路指導を行います。

トータルな進路指導で、 将来をサポート！

学校の課題で基礎学力を養成し、独自のカリキュラムで万全の受験対策！
青陽だからできる学習スタイル。

学校の内容・入試対策

質がともなわない量は時間の無駄！ 質の高い問題と学習方法で柔軟な応
用力・思考力を高め、知識量で勝負する大都市圏の受験生に対抗します。

授業の前後、授業の無い日でも、①自由に自習室を利用できます。
②どの教科でも質問できます。

量より質！！
質の高い学習指導で、一人ひとりをサポート

質問大歓迎！！ 
聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥と損！！

当学院では、手洗い・アルコール消毒や定期的な換気に努め新型コロナウイルス感染予防対策を講じて授業を行っています。

難関大・超難関大を含め、すべての大学の入試問題に対応できる精鋭講師陣が
指導します。高校時代に積み残してきた基礎事項を埋めながら、入試問題に十分
に対応できる力を身に着けていけるように、しっかりサポートします。

トップレベルの授業と講師陣

連年、超難関大・難関大に送り出しているのはもちろん、現役の時に比べ、成績を格段
に向上させることに成功しています。本人の志望する大学と本人の現在の学力に合わ
せて細やかに指導しています。そして、本人が努力した結果、合格を勝ち取っています。

抜群の合格実績

大学入試という人生の大きな試練に立ち向かうには、いつもと同じように、いつも
のリズムで生活できていることが大切です。安定した学習環境の提供と意欲の維
持のサポートをしていきます。

自宅通学によるメリット

個人面談を通じて各人の学力・志望校・勉強スタイルなどをふまえ、本人と担当
の講師との話し合いを行い、どの教科をどの教材を使って、いつまで、どのように、
学習していくのかを細かに変更・修正していきます。

オーダーメイドカリキュラム一斉授業 入試にむけて基礎から発展まで
※授業だけでなく自習室の利用、質問もできます。

国数英
国数英
国数英ほか

１００分×８回
１００分×８回
約５０時間

２０，６８０円
２０，６８０円
４１，０５０円

高１
高２

高３・卒生

教 科 時間・回数 料 金学 年

大学進学セミナー （生徒・保護者対象）
※ご都合があわない場合、個別に対応いたします。

１２／１２（土）
１２／１５（火）
１２／１４（月）
１２／２０（日）

生徒
生徒
生徒
保護者

ＰＭ８：１５～
ＰＭ８：１５～
ＰＭ８：１５～
ＰＭ８：００～

高１
高２

高３・卒生
高３・卒生

月 日 対 象 時 間対 象

個別指導  数理のギモンもすべて解決！

４，１２５円（６０分）×回数
４，１２５円（６０分）×回数
４，３２７円（６０分）×回数

高１
高２

高３・卒生

先生1対 生徒1  料金先生1対 生徒2  料金学 年
３，３３５円（６０分）×回数
３，３３５円（６０分）×回数
３，５６５円（６０分）×回数

高等部青
陽
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※料金はすべて税込みです。

＊希望する方は、ご相談ください。人数に制限がございますので、ご了承ください。オンラインでの授業にも対応します！

東京家政大学（健康科学/看護）
東京工科大学（応用生物/応用生物）
東京電機大学（工/情報通信）
東京農業大学（地域環境科学/生産環境工）
日本大学（文理/体育）
日本大学（生物資源/海洋生物）
神奈川大学（経済/経済）
関東学院大学（経済/経済）
立命館大学（法/法） 
 他 多数

山形大（農／食料生命環境）
山形県立保健医療大（保健医療／看護2名）
群馬県立女子大（文／英米文化）
神奈川大（工／建築）
工学院大（建築／建築）
東京家政大（健康科学／看護）
東京家政大（家政／管理栄養）
東洋大（文／東洋思想文化）
東洋大（理工／応用化学）

他 多数


