
ふじみ野～東松山の7校舎で1400名以上の生徒数！ふじみ野～東松山の7校舎で1400名以上の生徒数！
個別指導一筋で 22 年の実績 !個別指導一筋で 22 年の実績 !個別指導一筋で 22 年の実績 !

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。

小学校の中でも英語に触れることが増えた今、ウィルでは英語
教育を強化しています！「中学高校に備えて」、「受験に備えて」
小学生のころから英語教育に触れる機会があります！！
英検３・４・５級取得に向けてのカリキュラムもあります！
（小学校３・４・５・６年生対象）　※詳細はお問合せください。

中学校に向けての
英語の準備をウィルで
始めてみませんか？

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！
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「中学校は難しい？？」「中学校は難しい？？」
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中学生は教科書改訂に伴い、「知識・技能」の習得から「思考力・判断力・
表現力」の育成へ変化しました。つまり、「覚える」ことは当然として、長い
文章の中から大切なところを見つけ出し、自分の言葉で表現しないといけ
ないということです。さらに今までよりも覚えることが増えるため、ウィルで
効率よく且つ効果的に学習を行い、新しい授業へ余裕をもって臨めるように
していきましょう。記述力、表現力など様々な対策を行っていきます！

「小学生の勉強は確実な理解が大切！！」「小学生の勉強は確実な理解が大切！！」小学 
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小学生は学習指導要領が変わって、学習量が増えたのはもちろん、
学習する方法も変わりました。記述や考える学習が増えた関係
で、「じっくりと覚える」機会が少なくなってきています。その
時のテストでは出来ていても、忘れている可能性は大いにあり
ます。ウィルで復習や先取り学習を行い、自分の実力を確実な
ものにしていきましょう。

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！

ウウィィルルのの“定期テスト対策”“定期テスト対策”でで内申アップ内申アップを上げよを上げようう!!ウィルの“定期テスト対策”で内申アップを目指そう!
今、始める！自分に自信をつける！今、始める！自分に自信をつける！中3中3 「たぶん大丈夫！？」注意報！！「たぶん大丈夫！？」注意報！！

昨年より中学校の通知表のつけ方が大きく変わりました。学習の
「がんばり方」は今までの勉強で合っていますか？これからさらに入
試までの日数が短くなり、入試への準備がどんどん押し寄せてきます。
すべてウィルにお任せください。ウィルで自分に適切な学習プランを新た
につくり、「１年しかない」受験までの道のりを「１年もある」道のりに変え
ていこう。来年の公立・私立入試ともに可能性を拡大できるチャンスです！

現在の中学生の学習量はとても増えています。だからこそ、
全てを理解しきれずに、ただなんとなく勉強していませんか？
それでは、これからの勉強、ましてや入試には乗り遅れて
しまい致命傷になりかねません。今すぐにウィルで学習
の仕方の確認をして万全の準備をしていきましょう。
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ウィル個別
指導教室
とは？

新規開校!新規開校!

体験授業・詳しい説明をご希望の方は

新河岸校
049-265-4602

ウィル 新河岸校
開校キャンペーン

ウィル個別指導教室は、2000年に坂戸市で誕生した個別指導専門の学習塾です。
ふじみ野から東松山の7校舎で1400名以上の生徒が通う個別指導専門の
学習塾です。先生1人に対して、生徒は3人までの完全個別指導です！
また、マンツーマン指導や私立の小・中・高校に通う生徒の指導も行っています。
我々は地域のお子様と保護者にとって一番役に立つ学習塾を目指して、日々努力
していく所存です。ぜひ、一度ウィルの個別を体験していただければ幸いです。

子どもたちに自分の意志を持って未来を切り開い
ていって欲しいという思いから、ウィル個別指導
教室は誕生しました。子どもたちの将来の選択肢
を増やしたい。そのために基礎学力の充実が
すべての土台になると確信しています。

子どもの知的好奇心を満たしてあげたい。子どもは
褒められてやる気が出ます。勉強が得意な子も苦手
な子も、できる・わかるところを一つひとつ増やし
ていき、勉強を続けるんだという意志を作ってい
きます。

ウィルでは一人ひとりを大切にし、今より受験時
には選択肢が増えているように指導しています。
すべての生徒を第一志望に合格させることを
目標に、毎日指導していきます。

自分の意志を持って未来へ！ ウィルは褒めて伸ばします！ すべての生徒を第1志望合格へ！

体験
授業料が
無料 !

特典1

入塾料
無料 !

特典2

初月
授業料金
無料！

特典3

年間
教材費
半額！

特典4

新 河 岸 校

受付時間
14～21時

只今、体験授業
申し込み受付中!!

新河岸駅駅新河岸駅駅
西口西口

川越市立高階小学校川越市立高階小学校
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新河岸校

砂新田公園公園砂新田公園公園

いなげや 川越新河岸店いなげや 川越新河岸店

埼玉県川越市大字砂新田８０－９
※新規開校チラシの有効期限は6/30（木）迄となります

HPからも資料請求できます！

666 111666 111666 1116 1666 111666 111666 1116 1 水水



13,200 円

23,100 円

12,100 円

29,700 円

24,200 円

31,900 円

11,000 円

22,000 円

28,600 円

6,600円

13,200 円

19,800 円

5,500 円

11,000 円

16,500 円

1:3指導コース 個別指導の限界までおさえた料金設定!!

週 3回
週 2回
週 1回

ウィルの1:3指導
授業管理講師が
ダブルチェック!

※小学生は週1回で2教科、週2回で3教科のコースもございます。 ※マンツーマン授業・家庭教師派遣の
ご料金はお問合せ下さい。 ※高校生・私立中学受験コースは、１対2指導を行っております。ご料金、時間帯等
の詳細はご遠慮なくお問合せ下さい。 ※※料金はすべて税込み価格です。

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。さらに授業中は教室長などの授業管理講師が巡回し、
授業ブースの様子を確認しながら、「授業支援・成績面談 etc」を
行います。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。

ウィルの指導へのこだわり
質問のしやすさNo.1!!
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部活やクラブチームがあっても、ウィルなら日程も時間も自由に選べます。大会前は振替も可能です。
文武両道を目指しましょう。急な病気やケガでも振替授業を受けられるので、授業料が無駄になりません!!

日程や時間が自由に選べる振替授業もできて安心!01.

先生１人に生徒は３人までなので、先生がずっと目の前にいて、ずっとみていてくれるのがウィルの個別指導。
だから、わからないところはいつでもすぐに解決できます。生徒のやる気にしっかりと応えていきます！

わかるまで聞ける02.

体験授業を受けての感想で一番多いのがこれです。ウィルでは先生１人に対して生徒は３人までの完全
個別指導体制をとっています。ですから、分からないところや聞きたかったところをすぐに聞けます。
そうして、できたら先生から褒めてもらえる。自分だってやればできるんだってことを実感して下さい。

先生が褒めてくれるので楽しく勉強できる03.

他の個別指導の塾に比べ、授業料を安く抑えながら、充実した指導を行っております。また、少ない負担で５教科
勉強できるよう、理科や社会の指導コースも充実しています。保護者の皆様から選んでいただいた、ウィルの
授業システムをご説明いたします。一度、お問い合わせください。きっとご満足いただけることと思います。

授業料が安い ! 理科や社会の指導も充実している04.

埼玉県では受験制度がここ数年、変更が繰返されています。正しい情報を保護者の皆様にお届けするのが
塾の役目だと思っています。その為ウィルでは保護者面談（希望制）を年数回実施し、受験情報やお子様の
状況等をしっかりとお届けします。また、お子様に対しても北辰テストや中間・期末テスト、
ウィルの実力テスト等の後、教室長から勉強の仕方を随時指導します。

保護者面談や生徒指導をしっかりしてくれる05.

私がウィルに決めた理由!私がウィルに決めた理由!私がウィルに決めた理由!私がウィルに決めた理由!どう
して

ウィル
？

「自分の意志を持って未来へ！」
ウィル個別指導教室は、自分の意志で自分の未来を切り開いていける子供たちを創ることを目標にしています！

ウィルの体験授業 3つのメリットウィルの体験授業 3つのメリット

無 料 体 験 授 業２ 週 間

お子様の目的や学力、
予定に合わせた授業を
受けられます。

ウィル個別指導教室では、教室の雰囲気や質の高い個別指導の授業を、無料で2週間体験していただけます。
初めての塾選びに迷われている方や個別指導スタイルの授業にご興味のある方、
お子様の動機づけのために刺激を与えたいと思われている方など、
ぜひ当教室の無料体験授業にご参加ください。お待ちしております。

ウィルでは、「曜日・時間の自由選択制」
を導入しているため、お子様のご都合
に合わせて予定を組むことができま
す。また、個別指導塾だから、お子様の
目的に合わせた授業を受ける
ことができます。

経験豊富な教室長によるカウンセリング
で、お子様の性格や勉強の仕方などから
先生との相性を考慮し、お子様に合った
授業を設定いたします。また、個別のカルテ
を作成し、体験授業終了後には
保護者様にご報告いたします。

教室長による、
きめ細かな

学習カウンセリング

週2回、
2教科まで

授業が受けられる！
体験授業では、お好きな教科を 2 科目
体験していただくことができます。
内容も、お子様に合わせた授業内容
になります。また、テキストはこちら
から配布するので、テキスト
代は不要です。

教室の雰囲気や先生との相性、学習内容など、体験後じっくり考えてからご入塾を決めていただくことができます。

オンラインでの面談やオンラインでの体験授業も受け付けています！

小・中学校ともに“新学習指導要領”に完全対応！小・中学校ともに“新学習指導要領”に完全対応！
お子様の新カリキュラムで「求められる能力」や「増えた学習量」を全力でサポートします！

コロナ対策としてオンライン授業も実施しています！

ウィルの
受験生へ

の
対応

高校受験への対応高校受験への対応
毎年300名以上の中学3年生を第1志望の高校
へと指導しております。埼玉県の公立高校・
私立高校の入試制度を完全に熟知しており、
入試に特化した対策を行っております。中間・
期末テストの対策、内申対策、北辰対策まで、
生徒・保護者様への面談やアドバイスの多さ
なども実感していただければと思います。

中学受験への対応中学受験への対応
中学受験を目指すお子様を全力
でサポートいたします。完全個別
指導（先生１：生徒２人まで）
なので、ウィルのカリキュラムに
よる指導はもとより、大手の中学
受験塾の復習や補習などにも
対応できます。

大学受験への対応大学受験への対応
目標の設定、カリキュラムの設定、
進捗の管理、勉強時間の管理など、
大学受験を学習面とメンタル面の
両面からサポートしています。推薦
入試、大学入学共通テスト、一般
試験など１人１人に合わせて指導
していきます。

URL　https://www.will-kobetsu.jp/

詳しくは
ホーム
ページへ! ウィル個別指導教室 検索

1対1から1対3までの
完全個別指導
1対1から1対3までの
完全個別指導0101 0202 教室長が全講師、全生徒に目を配ります

教室長が全講師、
全生徒に目を配ります 0303 お子様だけの個別指導カルテ作成

お子様だけの
個別指導カルテ作成

授業後の
指導報告制度
授業後の
指導報告制度0404 0505 毎月メールで届くオリジナルの教室通信

毎月メールで届く
オリジナルの教室通信

0606 ニーズに合わせた保護者面談・進路相談
ニーズに合わせた
保護者面談・進路相談

テストごとの
生徒面談
テストごとの
生徒面談0707 0808 定期テスト前の理科・社会対策講座

定期テスト前の
理科・社会対策講座 0909 漢検・英検・数検前の無料対策講座

漢検・英検・数検前の
無料対策講座

曜日と時間が
自由に選べる
曜日と時間が
自由に選べる1 01 0

1 11 1 振替授業でお休みサポート
振替授業で
お休みサポート 1 21 2 ご紹介による入塾者の多さ

ご紹介による
入塾者の多さ

先生が好き塾が好き!
子供が通いたい教室づくり
先生が好き塾が好き!
子供が通いたい教室づくり1 31 3 1 41 4 週1回・1教科からOK!楽しいスタンプラリー制度

週1回・1教科からOK!
楽しいスタンプラリー制度 1 51 5 納得の授業料で質の高い個別指導

納得の授業料で
質の高い個別指導

個別指導の「専門」ウィルが選ばれる１５の理由!個別指導の「専門」ウィルが選ばれる１５の理由!

新
規
開
校

■坂戸校
坂戸市仲町10-20

TEL.049-289-6244

■若葉校
坂戸市千代田3-11-7

TEL.049-277-3670

■坂戸南校
鶴ヶ島市脚折町3-22-10
TEL.049-227-3717

■東松山東口校
東松山市松本町 2-1-41

TEL.0493-59-6151
東松山市和泉町 3-9
■東松山西口校

TEL.0493-59-8373
川越市大字砂新田80-9
■新河岸校

TEL.049-265-4602 TEL.049-257-5823

■南古谷校
川越市並木新町3-8ふじみ野市駒林元町2-1-3

■ふじみ野校

TEL.049-293-9365

個別指導だから、自分にあった授業で安心、実力アップ!

新年度募集チラシの有効期限は６/３０（木）迄となります！




