
上杉教室

ナンバースクールから中堅校まで
幅広い合格実績

合格おめでとう！

2022年 公立高校入試
ひのき進学グループ

合格実績
など合格者多数！

国際基督教大学（ICU）高校県外
受験も
対応！
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宮城一高宮城一高 仙台二華仙台二華93名
2022年

公立高校入試
全県
最高点483点は

集団
指導

集団指導 小中

基礎から応用まで充実の集団指導

特別選抜集団指導 小中

二高一高合格のための叡知を結集した
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仙台二高・仙台一高などの上位校を目指す生徒のための最強の講師陣と最高の学習環境を用意!

上杉教室
3リニューアル移転開校33
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二高一高必勝館・
ひのき進学教室 上杉教室
二高一高必勝館・
ひのき進学教室 上杉教室
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〒980-0014
仙台市青葉区本町3丁目 6-18勾当台イーストビル 2F

必勝館 進学教室
2010年から地域に根差して13年。14年目からは新しい校舎で、より充実
した学習環境で、お子様の志望校合格、学力向上に全力で取り組みます!
入塾テストはありません!やる気のある生徒は全員伸ばします!

2022年度 上杉教室　各中学校の
定期テスト・実力テストの実績 多くの中学校で学年1位、TOP10入りを生徒が獲得!

★附属中 中3 TOP10に2名/中1 TOP10に1名　　★五城中 中3 TOP5に1名/中2 TOP5に1名
★幸町中 中1 TOP5に1名　　  ★台原中 中3 TOP5に2名　 ★桜丘中 中1 TOP5に2名
★仙台二中 中3 TOP5に1名　　★仙台一中 中1 TOP5に1名 ※上杉教室に通塾している生徒のみの2022年度(2023年1月まで)の結果です。

上杉教室の生徒!

入会金無料
春期講習受講の方
3/27月までの入会で 4 か月間春期講習授業料

無料 半額
初めてひのきを受講される方

それぞれに

4月～7月の授業料

※教材費、模試代が別途必要です。 ※教材費、模試代が別途必要です。 プレゼント！

友人と2人で
講習参加の場合、

図書カード2,000円分

上杉教室
移転開校記念の
特典はコチラ！
春期講習イベント
盛りだくさん！

※春期講習イベントは
 旧教室で行います

春期講習
説明会

■日程：
　❶3/11（土）14：30～15：30
　❷3/18（土）14：00～15：00

小学生
チャレンジテスト
■日程：3/11（土）14：00～15：30
■教科：国語・算数
■持ち物：筆記用具、上ばき（スリッパ）

中学生実力判定テスト
■日程：新中1……3/19（日）14：00～16：25
　　　　新中2・3…3/19（日）14：00～18：20
■教科：新中1……国語・数学・英語
　　　 新中2・3…国語・数学・英語・理科・社会
■持ち物：筆記用具、上ばき（スリッパ）、作図セット

春期講習
プレ体験授業

新小4～新中3対象 新小2～新小6対象 新中1～新中3対象 新中2・3対象

■日程：3/18（土）15：30～17：20
■教科：英語・数学
■持ち物：筆記用具、上ばき（スリッパ）、
　　　　ノート（ルーズリーフ可）参加無料

★附属中 中3 TOP10に2名/中1 TOP10に1名　　★五城中 中3 TOP5に1名/中2 TOP5に1名

名が獲得7 TOP10入り

上杉山中3年
第 　位１
名が獲得7 TOP10入り

上杉山中3年
第 　位第 　位第 　位１第 　位１第 　位第 　位１第 　位第 　位１第 　位
1学期中間・期末・2学期中間
実力テスト定期テスト3連覇 !

★附属中 中3 TOP10に2名/中1 TOP10に1名　　★五城中 中3 TOP5に1名/中2 TOP5に1名

名が獲得4 TOP10入り

上杉山中1年
第 　位１
名が獲得4 TOP10入り

上杉山中上杉山中1年年年
第 　位第 　位第 　位１第 　位１第 　位第 　位１第 　位第 　位１第 　位
1学期中間・実力テスト

1位獲得!

★附属中 中3 TOP10に2名/中1 TOP10に1名　　★五城中 中3 TOP5に1名/中2 TOP5に1名★附属中 中3 TOP10に2名/中1 TOP10に1名　　★五城中 中3 TOP5に1名/中2 TOP5に1名★附属中 中3 TOP10に2名/中1 TOP10に1名　　★五城中 中3 TOP5に1名/中2 TOP5に1名

名が獲得5 TOP10入り

上杉山中2年
第 　位１
名が獲得5 TOP10入り

上杉山中2年
第 　位第 　位第 　位１第 　位１第 　位第 　位１第 　位第 　位１第 　位
2学期中間・実力テスト

1位獲得!

★附属中 中3 TOP10に2名/中1 TOP10に1名　　★五城中 中3 TOP5に1名/中2 TOP5に1名★附属中 中3 TOP10に2名/中1 TOP10に1名　　★五城中 中3 TOP5に1名/中2 TOP5に1名

名が獲得5 TOP10入り

幸町中3年
第 　位１
名が獲得5 TOP10入り

幸町中3年
第 　位第 　位１第 　位１第 　位第 　位１第 　位
1学期期末・2学期中間・
実力テストTOP3 独占も

幸町中2年
第 　位１
幸町中2年
第 　位第 　位１第 　位１第 　位第 　位１第 　位
2学期中間

第 　位
第 　位第 　位



ひのき進学教室はココが違う！

仙台二高、仙台一高の上位合格を目指す特別
カリキュラムのため、右記①～③いずれかの受
講基準を満たす方を対象とします。

受講資格 ①前学年の9教科の評定平均値が4.5以上
②直近の定期テスト5教科の合計点が450点以上
③新みやぎ模試又はそれと同等の校外模試でss65以上

生徒一人ひとりの学力状況は違います。担当講師
間で情報共有をし、一人ひとりの弱点を把握し、
適切なアドバイスと学習指導を個々に行います。
集団指導でありながら個別指導のような「その生
徒にとってより良い指導」を提供します。

個人対応が違う！ 内申点対策が違う！ 授業が違う！
宮城県の公立高校入試では高い内申点が強力な
武器になります。講師は生徒が高い内申点が取れ
るように、学力向上はもちろん、学校での提出物
の重要性や授業態度の改善等を、細かく指導しま
す。

日々の予習や授業研修を欠かしません。予習型授
業を展開して学校の授業内容がより定着するよう
にし、中学生には定期テストの範囲を早く指導し
終え、テスト対策授業をたっぷり行います。

ハイレベル集団指導 小中

必勝館の授業は受験に精通した経験
豊富な講師が担当します。普段では味
わえない「この授業を受けて良かっ
た！」という授業を約束します！

二高一高合格のための叡知を結集した

二高一高必勝館はココが違う！ 講師が違う！
必勝館に通う生徒たちは高い目標に
向けて常に努力を怠りません。そん
なライバル・仲間たちと共に高めあう
環境をぜひご体感ください！

刺激が違う！
二高一高に多数の合格者を輩出する
ひのきだからこそ持つ膨大な入試情
報。それをもとに受験生個々に合わせ
た緻密な進路指導が可能になります。

分析力が違う！

「わかりやすい授業→宿題の管理→小テス
トの実施」このサイクルを徹底し、勉強をす
ればより高い点数を取ることができること
を実感してもらいます。

「弱点」克服
講習会終了後に模試を実施し、学力の到達度を
把握、新たな自分の弱点を発見します。「弱点」
を「得意」に変え、新年度から習う新たな単元も
しっかり定着させたいと思うようになります。

「弱点」を「得意」へ
苦手にする生徒が多いところをカリキュラ
ムに取り込みます。また、ヒアリングや学力
診断テスト、授業中の反応などを見て、生徒
1人1人の弱点を発見し授業に活かします。

「弱点」発見

集団指導 小中

基礎から応用まで充実の集団指導

授業はひのき進学グループのトップ講
師が担当します。仙台二高・仙台一高の
合格者を多く輩出する講師の授業は、
まさに圧巻。生徒を授業で魅了します。

授業は地域No.1の品質
授業は、講義→演習→解説の順で展開されま
す。知識や考え方を分かりやすく講義した後、難
問の解法を示していきます。ケアレスミスを激減
させ、正答率が低い問題を解くことができます。

基礎を固め難問を解く
必勝館は近隣中学のトップ生が集ま
り、その生徒たちが真剣に、時には
笑い、切磋琢磨しながら良い刺激を
受けることができます。

近隣中学のトップ生が集結

小中一貫英語講座公立進学総合講座

国・算

公立進学総合講座 小中一貫英語講座

英語

将来につながる国語・算数の基
礎学力と家庭学習の習慣を身に
つけよう！

英語の基本をしっかりと身につけると共
に、「聞くこと」や「話すこと」を通じて、英語
を楽しみながら勉強することができます。

0円03,000円3,000円円
春期講習授業料春期講習授業料
初めての方 03,000

▶▶▶
通
常

※教材費2,640円／模試代2,300円別途
0円2,500円2,5002,500円円円円

春期講習授業料春期講習授業料
初めての方 002,500円円

▶▶▶
通
常

※教材費1,320円別途
0円3,000円3,0003,000円円円円

春期講習授業料春期講習授業料
初めての方 003,000円円

▶▶▶
通
常

※教材費2,640円／模試代2,300円別途
0円02.500円2.5002.500円円円円

春期講習授業料春期講習授業料
初めての方 02.500円円

▶▶▶
通
常

※教材費1,320円別途

3/27（月）～3/30（木）日　程
教　科

前年度までの内容を総復習し、苦手単元を得意単元に
変えます。新学年の勉強では今より深い理解が必要に
なります。ひのきの春期講習で新学年の準備をしよう！

小学校で本格的に始まっている英語の
授業。小中一貫英語コースでは単語・文
法を身につけると共に、「聞く」・「話す」
「読む」・「書く」の４技能の演習をします！

※他に1日模試日があります。

二高一高二華青陵必勝講座（選抜制）二高一高二華青陵必勝講座（選抜制）

※他に1日模試日があります。

国・算・理・社教　科

3/27（月）～3/31（金）日　程

12：30～15：20時間帯

小5までに学習した国算理社の徹底した復習をします。
小5以降の学習内容は中学の学習内容に直結します。基
礎をしっかりと固め、より発展的な問題に挑戦し、二高
一高合格に必要な学力を高めます。
二華中青陵中志願者は4月から専用コース「二華中青
陵中必勝コース」を開講します!【限定8名!】

0円05,000円5,000円円
春期講習授業料春期講習授業料
初めての方

5,000円円
▶▶▶

通
常

※教材費5,280円／模試代2,300円別途

新小6 自分の目指す未来へ向かって
新学年のスタートダッシュを決めよう！

二高一高二華青陵必勝講座（選抜制）二高一高二華青陵必勝講座（選抜制）

※他に1日模試日があります。
※4/2（日）はお休みです。

国・算・理・社教　科

4/1（土）～4/5（水）日　程

12：30～15：20時間帯

小4までに学習した国算理社の徹底した復習をします。
小5からの学習内容は中学での学習内容に大きく影響
してきます。春休みの段階で基礎の確認をし、学習への
姿勢や勉強への取り組み方を身につけさせます。

0円05,000円5,000円円
春期講習授業料春期講習授業料
初めての方 005,000

▶▶▶
通
常

※教材費5,280円／模試代2,300円別途

新小5 いよいよ小学５年生になり勉強が難しくなります。
ひのきの講習に参加し、不安を自信に変えよう！

二高一高二華青陵必勝講座（選抜制）二高一高二華青陵必勝講座（選抜制）

※他に1日模試日があります。
※4/2（日）はお休みです。

国・算教　科
4/1（土）～4/5（水）日　程

15：30～17：20時間帯

全ての教科の土台となる算数と国語の2教科について、
前学年までの学習内容の復習をしっかり行います。小4の
うちに、課題への取り組み方、正しい学習習慣を身に着け
させ、算数と国語の確かな力をつけることを目指します。

0円03,000円3,000円円
春期講習授業料春期講習授業料
初めての方 003,000

▶▶▶
通
常

※教材費2,640円／模試代2,300円別途

新小4 わかる楽しさ、できる自信を養い
自ら勉強する習慣を身につけよう！

15：30～17：20時間帯

国・算
3/27（月）～3/30（木）

4/1（土）、4/4（火）
日　程
教　科

※他に1日模試日があります。
15：30～17：20時間帯 15：30～16：20時間帯

日　程
教　科 英語

4/3（月）、4/5（水）日　程
教　科

時間帯

メリット
・文法をしっかりと学べる
・リスニングや音読
　などを取り扱う

メリット
・文法をしっかりと学べる
・リスニングや音読
　などを取り扱う

新中1 1年生最初の定期テストが中学3年間を左右す
る！ジャンプするための土台を完成させよう！

0円010,000円10,00010,00010,00010,000円
春期講習授業料春期講習授業料
初めての方 0010,00010,000

▶▶▶
※教材費5,280円／模試代3,900円が別途必要になります

通
常

中学 行講座学 行
春休みに入学後3か月分の学習内容を無
理なくポイントを絞って学習します。学習
面で余裕をもって中学に進学することで、
勉強と部活動との両立が可能になります。

英語 あいさつ文・be 動詞・一般動詞・canの文
数学 正負の数の加減法・乗除法・四則計算

植物の世界・動物の分類
地理：世界の様々な地域、歴史：古代国家の成立と東アジア

理科
社会

春
期
講
習

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

5教科総復習講座

※他に1日模試日があります。

英・数・理・社
3/27（月）～3/30（木）

12：30～15：20

教　科
日　程

時間帯

入試に出やすい単元、この時期におさえて
おくべき解法など中学生にとって効果的な
学習ができるように厳選して学習します。
ひのきの春期講習に参加する意義は「短時
間で効率的に復習すること」。特に春休み
は、前学年の内容を一通り復習する絶好の
機会です。ひのきの春期講習に参加して、自
信のないところを得意分野に変えよう！

新中3・新中2 春期講習は前学年の学習内容をしっかりと復習し、さらに
レベルの高い学習内容に挑戦する時期！

新小6

※新みやぎ模試は県内中学生の3人のうち2人が受験する県内最大の模試です。

0円012,000円12,000円円
春期講習授業料春期講習授業料
初めての方 0012,000

▶▶▶
※教材費6,600円／模試代3,900円が別途必要になります

通
常

自分の目指す未来へ向かって新学年のスタートダッシュを決めよう！ 新小5 いよいよ小学５年生になり勉強が難しくなります。ひのきの講習に参加し、不安を自信に変えよう！

教　科 国・数・英・理・社
日　程【新中3】3/27（月）～3/31（金）

【新中2】4/1（土）～4/6（木）
※他に1日模試日があります。　※4/2（日）はお休みです。

時間帯【新中3】18：30～21：20
【新中2】18：30～21：20

※二高一高必勝コースは選抜制です。詳しくは教室までお問い合わせください。 ※教室によって日程が異なる場合があります。詳しくは希望教室までお問い合わせください。 

仙台二華中 仙台青陵中

17名合格！4名合格！
合格おめでとう！
ひのき生頑張りました！

宮城県の高校入試は1回の試験で以下の2種類の選抜方法で合格者を選抜します。

※共通選抜と特色選抜の定員に占める割合は各学校で異なります。体育科や美術科は特色選抜の比率が高いことがあります。また、調査書点と学力検査点の重視の仕方も学校ごとで異なります。詳しくは県教育委員会または各高校のＨＰにてご確認ください。

入試の基本となる共通選抜について確認します。

195 500点点

調査書点 学力検査点
調査書点は中1・中2・中3で均等に評価され、各学年65点が満点です。中学1年生の成績から調査書点が
決まっていくため、「高校入試は中学入学時から始まっている」と言われます。受験前に決まる調査書点でよ
り高い点数を取ることが合格の第1の条件です。

■宮城県の高校入試制度を確認しましょう！

※共通選抜と特色選抜の定員に占める割合は各学校で異なります。体育科や美術科は特色選抜の比率が高いことがあります。また、調査書点と学力検査点の重視の仕方も学校ごとで異なります。詳しくは県教育委員会または各高校のＨＰにてご確認ください。

調査書点は中1・中2・中3で均等に評価され、各学年65点が満点です。中学1年生の成績から調査書点が
決まっていくため、「高校入試は中学入学時から始まっている」と言われます。受験前に決まる調査書点でよ

共通選抜
( 定員の 8～ 9割※)

特色選抜
( 定員の 1～ 2割※)

ひのきでは、進学校の受験では、調査書点の1点と学力検査点の1点
が同じ価値を持つ場合があると分析しています。調査書点の重要性
を認識し、調査書点につながる定期テストの対策をしっかり行ってい
ます。その結果が表面の成績向上例です。

3/27（月）までに春期講習と一緒に入会したら、4月から7月の4か月間授業料半額!
第一志望校合格に向け、ひのきで勉強を本格的に始めよう！

「中学先行講座」の
詳細、昨年度の結果は

こちらを
ご覧ください!

新中3
新中2
新中1

新小6受検・二高
新小5受検・二高
新小4受検・二高

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 火
27 28 29 30 31

二高一高必勝
二高一高必勝
二高一高必勝

二高一高二華青陵必勝
二高一高二華青陵必勝
二高一高二華青陵必勝

18：30～21：20
18：30～21：20
12：30～15：20
12：30～15：20
12：30～15：20
15：30～17：20

3月 4月
2 431 5 6 7 11

休
講
日

通
常
授
業
ス
タ
ー
ト

模試
模試

模試
模試
模試
模試

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○
○

15：30～16：20

8 9

二高一高必勝講座（選抜制）
教　科 国・数・英・理・社
日　程

時間帯

【新中3】3/27（月）～3/31（金） 
【新中2】4/1（土）～4/6（木）

新中3・新中2の二高一高必勝館では、二高
一高合格を視野に、前学年までの復習をコ
ンパクトに行い、次学年の先取り学習も春休
み中に行います。次学年のスタートに余裕を
もち、さらに知識を深める準備をします。

英語 あいさつ文・be 動詞・一般動詞・canの文
数学 正負の数の加減法・乗除法・四則計算

植物の世界・動物の分類
地理：世界の様々な地域、歴史：古代国家の成立と東アジア

理科
社会

春
期
講
習

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

新中3・新中2 春期講習は前学年の学習内容をしっかりと復習し、さらにレベルの
高い学習内容に挑戦する時期！

※他に1日模試日があります。　※4/2（日）はお休みです。

【新中3】18：30～21：20
【新中2】18：30～21：20

0円12,000円12,00012,000円円
春期講習授業料春期講習授業料
初めての方

12,000円円
▶▶▶

※教材費6,600円／模試代3,900円が別途必要になります

通
常

新中1 1年生最初の定期テストが中学3年間を左右する！ジャンプするための
土台を完成させよう！

※他に1日模試日があります。

0円10,000円10,000
春期講習授業料春期講習授業料
初めての方

10,000
▶▶▶

※教材費5,280円／模試代3,900円が別途必要になります

通
常

教　科 英・数・理・社
日　程 3/27（月）～3/30（木）

中学 行講座学 行 時間帯 12：30～15：20

春休みに入学後3か月分の学習内容を集中
して学習します。二高一高合格には、学習面
で余裕をもって入学することが重要です。余
裕をもつことで、さらに学習内容を深めるこ
とができ、さらなる成績向上を目指せます。

「中学先行講座」の
詳細、昨年度の結果は

こちらを
ご覧ください!

●毎日お預かりOK(15:30～22:00)
●多彩なプログラムが追加可能！
●学校の宿題チェックOK

5教科200ページ特訓 あふたーすく～る
お子様お預かり学習サービス

※プログラミングは追加プログラムの1つです。

新中1
〜新中3

新小1
〜新小6

4,950円月額
３週間の無料体験
キャンペーン実施中無料

プログラミング体験
大好評受付中！

キャンペーン実施中

付中！

●圧倒的学習量で復習
●春休み前に弱点分析
●個別指導も３回セット！

料金5,500円

個別指導付きでこの料金！
総復習に最適！　

おススメです！

イベント開催中！

○ ○

新中3
新中2
新中1

新小6

新小5

月 火 水 木 金 土 日 月火 水 木 金 火
27 28 29 30 31

５教科総復習
5教科総復習
中学先行
公立進学総合
小中一貫英語
公立進学総合
小中一貫英語

18：30～21：20
18：30～21：20
12：30～15：20
15：30～17：20
15：30～16：20
15：30～17：20
15：30～16：20

3月 4月
2 431 5 6 7 11

休
講
日

通
常
授
業
ス
タ
ー
ト

模試
模試

模試
模試

模試

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

二高一高・二華中青陵中に対応！ 小学生対応のハイレベル指導新講座
開設！

2023年公立中高一貫校合格実績

リニューアル移転！

上杉館
個別指導専門の教室

同時開校
TEL.281-8850

ひのき個別館

詳しくは、お問い
合わせください。


