
資料請求は
こちら!

ウィルホームページ
http://www.will-kobetsu.jp/

君達に「やればできる」
という喜びを教えたい ! !
君達に「やればできる」
という喜びを教えたい ! !

ウィルの個別指導で、
難しい内容もしっかり理解！
理解したものを宿題や
小テストで繰り返し演習して定着！
そうしたら、定期テストで点数アップ！
内申もアップ！やる気もアップ！
増えた学習時間に体が慣れれば、
それが習慣化して、好成績をキープ！
そして、高校受験の時、
志望校の選択肢が増えます！

ウィルは君たちがこのサイクルに
入るように全力でサポートします！
ウィルは君たちがこのサイクルに
入るように全力でサポートします！

成績を上げるためには、勉強の質と量が大事！

TEL.049-289-6244
坂戸校

TEL.049-277-3670
若葉校

TEL.049-227-3717
坂戸南校

TEL.049-257-5823
南古谷校

TEL.0493-59-6151
東松山東口校

TEL.0493-59-8373
東松山西口校

START!
23（土）
7

この夏、大きく伸びるチャンス！

個別指導だから
できること！
個別指導だから
できること！

ふじみ野校
TEL.049-293-9365

新河岸校
TEL.049-265-4602

開校１周年

個別指導一筋で22年の実績！個別指導一筋で22年の実績！

夏 期 講習 個別

ふじみ野～東松山の8校舎で1400名以上の生徒が通う地域１番の個別指導塾です。
こんな時代だからこそ、ウィルは一人ひとりに合った教育カリキュラムをご提供します！

個別指導の
ウィルだから
できること

お子様の学力や志望校に合わせた指導ができる！

苦手科目はゆっくりと、得意科目は先へ進む！

「一斉指導のペースが速い！」　「繰り返し教えてくれない！」　「自分のペースで勉強したい！」
「もっと関わって欲しい！」　「志望校のレベルに合わせた指導をして欲しい」
「１・２年の内から応用問題も指導して欲しい」そういったニーズにお応えします。

一人ひとり得意不得意は違います。ウィルはお子様の得意不得意を共有し、カリキュラムを作成します！

詳しくは で検索！ウィル   個別

ウィルが選ばれる理由はホームページで !お気軽にお問合せください!!ウィルが選ばれる理由はホームページで !お気軽にお問合せください!!

※このチラシの有効期限は８月１０日（水）となります！

STEP.2
その後、料金やシステムの
ご説明を致します。

STEP.3
納得して頂いてから、夏期講習の
申込書及び日程を提出して下さい。

まずは、お気軽に
お電話下さい。

STEP.1

（中３・中２・中１・小学生）
ウィルが初めての生徒はこんなにお得!!

小・中学校のスケジュールに合わせて、好きな曜日・日程が選べる！
（中学 3 年生は受講日数が多いため、その校舎に問い合わせ下さい！）

夏期受講
申込みの流

れ
申込みはお早めに!
申込みはお早めに!

夏期受講特典
夏期講習が最大

（2教科4日分）
1万円割引

1

一切頂きません!

夏期講習入会金・
教室維持費・夏期教材費

夏期受講特典 2

プレゼント!!

9月授業料
１万円割引券

夏期受講特典 3

プレゼント!!

年間教材費
１万円割引券

夏期受講特典 4

自分の意志を持って未来へ！自分の意志を持って未来へ！

表面左側
①１５の理由を削除して下さい。
②直近の新年度５・６月チラシの表面左側の、
中学部の下の白地のところ（メッセージと中３と中２・１へのコメント）を削除して、黄緑の部分と、
小学部も同様に、英語を始めてみませんかと小学高学年と低・中学年へのコメントを削除した部分を、
削除した１５の理由のところに入れて下さい。
③個別指導のウィルだからできるところの文章
８校舎で１４００名に修正して下さい。
④詳しくはホームページへのところに、
ウィルが選ばれる１５の理由はホームページで！などとホームページへ誘導する文言を増やして下さい。
⑤新河岸を入れて８校舎にして下さい。新河岸の横に可能なら新規開校の赤札を立てて下さい。
校舎の並びですが、左上から新河岸校・ふじみ野校・南古谷校・坂戸校
２列目は若葉校・坂戸南校・東松山東口校・東松山西口校にして下さい。

ウィルでは、お子様の１週間のスケジュールや一人一人の得意・苦手に合わせたカリキュラムの作成、
宿題の量で指導しています。「勉強する時間」と「習いごとの時間」と「ゲームや You Tube の時間」
このバランスを上手に取りましょう！勉強だって分かればうれしい！できると楽しいよ！

「中学受験までは考えていないけど、子どもが勉強に興味を持っているので、『少し難しい、頭の汗を
たくさんかかないと解けない』ような問題に触れさせたい」といった要望にもお応えします。

算数が苦手・国語が苦手・英語が苦手
苦手なことをそのままにしないで！！
勉強だって分かればうれしい！できると楽しいよ！ 
“ やればできる ” を実感しに来て下さい！

算数が苦手・国語が苦手・英語が苦手
苦手なことをそのままにしないで！！
勉強だって分かればうれしい！できると楽しいよ！ 
“ やればできる ” を実感しに来て下さい！

算数が苦手・国語が苦手・英語が苦手
苦手なことをそのままにしないで！！
勉強だって分かればうれしい！できると楽しいよ！ 
“ やればできる ” を実感しに来て下さい！

算数が苦手・国語が苦手・英語が苦手
苦手なことをそのままにしないで！！
勉強だって分かればうれしい！できると楽しいよ！ 
“ やればできる ” を実感しに来て下さい！

中学部中学部

小学部小学部

ウィルが選ばれる15の理由はホームページで !

ホームページで !お気軽にお問合せください!!

お気軽にお問合せください!!

新
規
開
校

新規
開校!

開校!
新規

※１ ※2 ※3

※１　詳細は裏面をご覧下さい！　　※２・３　２教科以上で受講される方が対象になります！



～今までで一番、勉強した夏にしよう！～～今までで一番、勉強した夏にしよう！～～今までで一番、勉強した夏にしよう！～
1・2年の学び残しを克服するラストチャンス !中3

中2 中1

中学３年生の夏は本当の意味での受験生にならなくてはいけない時期です。周りは
予想以上に勉強しているものです。その上で夏に成果をあげるには人の 2倍、3倍努力
をしなくてはいけません。ウィルでは、その大変な努力を効率的に行えるお手伝いを
します。ウィルで、がむしゃらに目標校に突き進もう！

2学期から学習単元の難易度が上がります!

中学 2 年生の内容は英語・数学ともに単元の難易度があがり
ます。それに加え、2 学期からは部活動の中心的存在になり、
練習もハードになります。2 学期の前の大事な夏休みでしっかり
と復習・予習を行いましょう・ウィルでは勉強と部活の両立
ができるようお手伝いします。苦手になる前に、ウィルで一緒
に勉強しよう！

中学校生活がスタートし、新しい環境には慣れてきましたか？まだまだ
小学生感の抜けきれない生徒さんが多いかもしれません。しかし、
夏を過ぎたころから、勉強面ではどんどん難易度が上がっていきます。
２学期のテストが中学１年生の壁としてやってくるでしょう。１学期
に習った勉強を夏休みに土台として固め、２学期も高得点を狙いましょう！
ウィルは一人ひとりに合わせて分かりやすく説明します！

この夏、理解できなかった
ところを総復習!!
この夏、理解できなかった
ところを総復習!!
この夏、理解できなかった
ところを総復習!!

講師 1名：生徒最大 3名までの「少人数指導制」を導入しています。常に生徒の学習状況やレベルを把握し、きめ細やかな授業展開を
実施します。さらにダブルサポートシステムにより責任者が巡回し、授業ブースの様子を確認し、現場の講師と連携を取りながら、
お子様の指導にあたります。こうしてお子様の勉強に対する環境を負のスパイラルから正のスパイラルへと変えていくのです。
ウィルでは、自分の意志で自分の未来を切り開いていける若者を創りたいという思いで、日々、指導を行っております。

2学期の定期テストでも確実な点数を !

ウィルの指導へのこだわり

小6 小5中学準備の第一歩は「小学内容完全理解」です

小学6 年生は中学準備のための大切な学年です。中学校は小学校
と違い、「成績が進路に影響」します。言わば、入学と同時に入試が
始まるのです。中学校の授業カリキュラムは小学内容の理解が
前提となって作られています。ですから、中学校での成績向上に、
小学校の学習内容の理解は不可欠です。勉強嫌いになりかけて
いたら、今のうちに直していきましょう！

勉強は「好き」「簡単」のままでいられるのが一番です。4年生から
勉強が難しくなってきたと思います。この休みを利用して、
復習・予習をしっかりやっておけば、2学期からの授業も楽しく
なると思います。小学生のうちに苦手意識やつまずきを作らない
ことが大切です。中学生でも大切な計算や文章題、言葉の知識を
もう一度整理して、2学期に備えましょう。

多くの問題に取り組み自信をつけよう

小4 小3
～1勉強の難易度変化が最も激しい学年です

3 年生までの勉強は学びの基本となるものばかりです。
その分、4年生は学習内容が増え、教科書も厚くなります。
そして、ただ計算しただけでは答えが出てこない問題が
増えてきます。難しく感じるのは、そのためです。勉強が
嫌いになってしまう前に、知識の土台を作り、楽しく勉強を
しましょう。

計算・図形・グラフ・文章題・漢字・長文、少し苦手に思ってるなと感じたら、
早めに手を打ちましょう。ウィルでは、基礎計算力や漢字や読解力が身に付く
ように、反復練習を徹底しています。また、学校の授業だけではなく、もっと
難しい問題にチャレンジしたいという意欲のある子に対しては、応用問題や
先取り学習など、さまざまなカリキュラムをご用意しています。低学年で
しっかりとした基礎を作って勉強していけば、高学年になった時も安心です。

読み書き計算をしっかりと!

ウィルの
1:3指導

悪い
成績

負

負の循環を…… 正の循環へ !

叱ら
れる

自信を
なくす

やらな
くなる

よい
成績

正 褒め
られる

自信を
つける

頑張
れる

是非、一度、ウィルの個別指導をお試し下さい！是非、一度、ウィルの個別指導をお試し下さい！みんな、ウィルで「　　　　　　」を実感しよう！！やればできるやればできる

ウィルなら夏期講習でも自由に
「日程」と「時間帯」を選べます !

夏期講習でも、「先生1人に対し、
生徒は最大3人まで」の個別指導です !1 2

・部活や他の習い事との両立も可能です。
・ご兄弟のスケジュールや、旅行なども計画的に立てられる
  メリットがあります。

・通常授業と同様に、夏期講習でも、最大3名までの個別指導です。
・お子様のつまずき箇所を素早く見極め、じっくり補強できる授業スタイルです。
・苦手な分野はしっかり理解を固め、得意分野はどんどん伸ばしていけます。

お子様の授業ごとの「進度表」を作成し、
次の授業につなげます !

ウィルの夏期講習は、「授業後の
フォロー体制」が充実しています !3 4

・ウィルではやりっぱなしの授業にさせません。
・お子様の理解度や、どんな問題につまずきがあるかなど、
   細かく授業ごとに分析し、次の授業に活かしています。

・学び残しの多いお子様、進みがゆっくりなお子様には、講習後の「無料
  補講授業」をご用意しています。
・どんなお子様にも、とことん向き合い、「やればできる!」を実感して頂きます。

料金をきちんとお伝えし、
シンプルで分かりやすいです !

講習期間中の「お子様の様子や授業内容」
などをお伝えします !5 6

・ウィルでは、広告にもきちんと料金を明示させて頂いております。
・また、比較的に高額となりやすい「合宿」は、ウィルでは
  行っておりません。

・お子様がどんな表情・様子で講習を受けているかなどをお伝えします！
・具体的に、どんな分野の学習をしたのか？理解度はどうか？など、お子様の
  様子をご家庭にフィードバックさせて頂きます。

保護者の方やお子様に、
受講前のカウンセリングを致します。

受講日以外にも自習や学校の課題を
勉強しに来て OK です !7 8

・受講にあたってのアドバイスなどをさせて頂きます !
・ お電話や面談で、夏期講習前のご相談・アドバイスをさせて頂きます。
・ウィルの夏期講習が、お子様にとっての起爆剤となるように、
　様々な角度からのご相談をお受けします。
・受講科目、苦手分野、モチベーションの上げ方、　時間の使い方
  など、何でもご相談下さい。

・受講日以外にも、ウィルの宿題や学校の課題をしに来ても大丈夫なように
  自習室や自習スペースがあります。
・家にいると、なかなか勉強がはかどらない。もっと長く勉強していたい
  お子様にぴったりです。
・自分の受講日でも、開始時間前や後に勉強するために早く来たり、
   残ったりすることが可能です。

個別のウィル

夏期講習8つの特徴
個別のウィル

夏期講習8つの特徴

ウィルの夏期講習は
、

ココが違います!
ウィルの夏期講習は

、

ココが違います!

授業管理講師が
ダブルチェック!

中 3 は、夏期講習と答錬対策授業（9 月の北辰対策ゼミ）を合わせて、
夏休みの半分以上をウィルで徹底的に勉強します！

日 月 火 水 木 金 土

7/23

24 25 26 27 28 29 30

31 8/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21

28

22 23 24 25 2726
各地域の小・中学校のスケジュールによって、校舎の講習スケジュールが
違いますので、詳細は最寄りの校舎へお問い合わせ下さい。

単科 A帯　14:00
　　　～14：50

B帯　16：00
　　　～16：50

C帯　18：00
　　　～18：50

2科 C帯　17：00
　　　～18：50

A帯　13：00
　　　～14：50

B帯　15：00
　　　～16：50

上記の時間表でご都合が悪い場合は、
お気軽にお申し出ください。

夏期講習　日程表（7/23-8/28） 中学生　時間表 小学生　時間表

3科 A帯　13：00
　　　～15：50

B帯　16：00
　　　～18：50 C帯　応相談

受講日数 中学3年生 18日間 中学2年生 11日間 中学1年生 8日間 応相談マンツーマン小学生 6日間

夏 期 講 習 料 金 表 ★中学生は、国・数・英・理・社の5教科より、小学生は国・算・英の3教科より選択していただきます。

中3（18日） ¥75,900 (税抜￥69,000) ¥89,100 (税抜￥81,000) ¥102,300(税抜￥93,000)

ウィルが初めての小学生 ¥19,800 (税抜￥18,000)¥6,600 (税抜￥6,000) ¥13,200 (税抜￥12,000)

中1（8日） ¥34,100 (税抜￥31,000)¥12,100 (税抜￥11,000) ¥24,200 (税抜￥22,000)

ウィルが初めての中１ ¥23,100 (税抜￥21,000)¥6,600 (税抜￥6,000) ¥13,200 (税抜￥12,000)

小学生（6日） ¥27,500 (税抜￥25,000)¥9,900 (税抜￥9,000) ¥18,700 (税抜￥17,000)

ウィルが初めての中２ ¥33,000 (税抜￥30,000) ¥44,000 (税抜￥40,000) ¥55,000 (税抜￥50,000)¥11,000 (税抜￥10,000) ¥22,000 (税抜￥20,000)

ウィルが初めての中３ ¥64,900 (税抜￥59,000)

¥56,100 (税抜￥51,000)

¥45,100 (税抜￥41,000) ¥78,100 (税抜￥71,000) ¥91,300 (税抜￥83,000)

( 税抜￥60,000)中2（11日） ¥44,000 ( 税抜￥40,000) ¥55,000 (税抜￥50,000) ¥66,000¥16,500(税抜￥15,000) ¥33,000 (税抜￥30,000)

単科 2科 3科 4科 5科

※特典の１万円割引は中３・２・１の２科以上受講の方に限ります。
※中２・１の単科受講の際は5,000円割引となります。
※小学生は単科3,000円、2科5,000円、3科7,000円割引
　とさせていただきます。
※兄弟割引との併用はできません。

2科中2・中1 A帯　15：00
　　　～16：50

B帯　17：00
　　　～18：50

C帯　19：00
　　　～20：50

C帯　18：00
　　　～20：50

5科中3・2・1 A帯　13：00
　　　～17：50

B帯　16：00
　　　～20：50 C帯　応相談

4科中3・2・1 A帯　13：00
　　　～16：50

B帯　17：00
　　　～20：50 C帯　応相談

3科 A帯　13：00
　　　～15：50

B帯　15：00
　　　～17：50中2・中1

3科 A帯　13：00
　　　～15：50

B帯　18：00
　　　～20：50 C帯　応相談中3

単科中2・中1 応相談（最寄りの校舎に直接、お問合せ下さい !）


