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安心の低料金で圧倒的に高い成果を
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成増教室長
山内 翔太先生

高額ポイントを
ゲットせよ！

塾長
木村 泰治先生

新規入塾者初月授業料

宝くじ『ステップロト』

光が丘と成増の個別指導専⾨塾なら

ステップアカデミー
巡回
指導

ポイント交換商品一覧

ステップロト当選ポイント一覧
３００ポイント １名様
２００ポイント

２名様

１００ポイント

４等
５等
参加賞

５０ポイント

３名様
４名様

オリジナルボールペン又は定規
ハロウィンアメ玉

参加者全員

個別説明会
実施中

ご来塾の⽅にもれなく塾⽣全員が持っているステップ
アカデミーオリジナルの４⾊ボールペンをプレゼント

無料体験授業

⼊塾していただいた⽅に
﹁折りたたみ定規﹂進呈中

リピート＆トレーニングを実際に受講してみてください
きっと今までの⾃分からチェンジできる確信が持てます

プレゼント

入塾金無料

Web検索順位No.1

うれしい

役に立てるようにまい進し
ていきます。」と木村塾長
は熱く語っていました

「創業！ねりま塾」で木村塾長を紹介

各５名様

ただし、運
が良ければ１枚だけもらっ
た生徒さんが１等を引き当
てることもあり得ます。

ポイント交換商品は毎年、生徒
さんにアンケートをとって内容
が新しくなるんだよ！
キミの欲しい商品も追加される
かもしれないね！

ステップ君

本編はホームページで
ご覧いただけます！

定期テストに強い

誕 生 秘話

一人ひとりに合わせた的確な試験対策授業と抜群の実績
塾生の生の声をご紹介します！直筆はウェブHPで公開中！
小 5 から通塾、苦手だっ
た算数が中学の最初の定
期テストで数学 91 点 !
一転、得意科目に !!

中1

岩井

小 6 から英語を受講し、
得意科目に。中学校入学
後も常に英語は定期テス
トで 90 点以上 !!

咲乃さん

中2

木村

桃さん

高１

Q. 定期テスト前、ステップアカデミーを
どのように活⽤していましたか？

Q. 定期テスト前、ステップアカデミーを
どのように活⽤していましたか？

A. 定期テスト前は⾃分が受ける授業のときは分
からないところをくわしく教えてもらえるので
分からないところを聞いています。授業外では
⾃分で巡回の場所で⾃主学習をしています。

A. テスト範囲を集中的に復習して、理解できな
い所は印を付けて後から先⽣に質問し、納得の
いくまで話を聞くようにしています。それと、
私がよくするミスを教えてくれるので、⾃分で
は気付けない弱点がわかります。

Q. ⼊塾前と⽐べて、受講科⽬の点数は
どのくらい上がりましたか？

A. あまり勉強はしていないですが、塾でもらっ
た予想問題を何度もくり返し解いたらいい点が
取れたので、予想問題にしっかりと取り組んで
課題をこなせばもっともっと点は上がると思い
ます。

有楽町線

12,320 (税込13,310)

中学1・2年⽣ 12,750 (税込13,770)

成増駅

中学3年⽣
⾼校3年⽣

東武東上線

成増⼩

川 越 街 道

セット受講
9,200 (税込９,940) +3,430 (税込3,710)
単独受講
8,500 (税込9,180)
+4,380 (税込4,730)
9,200 (税込９，940)

(

9,700 (税込１０，480)

【1:2】国語・算数・理科・社会
【巡回指導】国語・算数・理科・社会
【1:2】国語・数学・英語
【巡回指導】国語・数学・英語・理科・社会

⾼校受験都⽴パック
至池袋

施設費：毎⽉1,500円

(税込1,620円)

巡回指導

8,200 (税込８,860)

16,050 (税込17,340) 10,700 (税込１１，560)

中学受験パック

254

成増教室

13,800 (税込14,910)

⾼校1・2年⽣ 14,550 (税込15,720)

みずほ銀行

A. やっぱり、塾でわからない所をわかるまで何
度もやったからだと思います。⾃分が失敗しや
すい点などもわかってきて、失敗もほとんどな
くなったからだと思います。

1対2

⼩学⽣(受験⽣) 13,800 (税込14,910)

地下鉄成増４番出口

A. 塾に⼊る前は、英語がすごく苦⼿でした。周
りより点が低く⼼配でした。だけど、塾で勉強
していくうちに、どんどん分かってきて、英語
が⼀番得意で好きな科⽬になりました。⾃分が
⽬標にしていた点をさらにこえ、⾃分でも驚き
ました。

Q. 点数が上がった要因は、何だと
思いますか？

A. 定期テスト前になると、計画的にテスト範囲
の復習をしてくれるし、過去問もやらせてくれ
ます。だから余裕を持って勉強しながら、どん
な所に注意すれば良いのか、どんなミスが多い
のかを教えてくれるので、ミスや理解できない
所がほぼなくなることが要因だと思います。

⼩学⽣
至志木

地下鉄成増駅

Q. ⼊塾前と⽐べて、受講科⽬の点数は
どのくらい上がりましたか？

A. ⼊塾をしたのが⼩学６年⽣だったため、テス
トがなく、点数はわからないのですが、英語が
⼤好きになり、英語をスラスラと聞き取れるよ
うになりました。慣れると単語もすぐに覚えら
れます。中学校に⼊ってから、今まで定期テス
トでは９０点以上を維持できています。

1対1

涼介君

A. ⾃習室でやるプリントをわかるまでやります。
分からない所は、先⽣に納得するまで聞くよう
にしています。授業では、特にわからない点な
ど中⼼にやります。

Q. 点数が上がった要因は、何だと
思いますか？

Q. 点数が上がった要因は、何だと
思いますか？

鈴木

Q. 定期テスト前、ステップアカデミーを
どのように活⽤していましたか？

Q. ⼊塾前と⽐べて、受講科⽬の点数は
どのくらい上がりましたか？

A. ⼊塾前は数学 ( 算数 ) がとても苦⼿で⼤嫌い
でした。でもだんだんと塾で勉強を教わり、解
いていくうちに、テストの点数が⾃分でもおど
ろくほどのびていました。初めての定期テスト
では⽬標の点よりはるかに⾼い点を取ることが
出来ました。嫌いだった科⽬がいい点を取れる
たびに好きになりました。

光丘⾼校

中２で入塾し、不得意科
目の英語が得意科目に。
高１の直近の定期テスト
はクラスで３位 !!

)

速読講座

5,240

(税込5,660)

46,320 (税込50，030)
37,120 (税込40，090)

ご兄弟姉妹で入塾の場合、施設費は1人分、さらに授業料
が5％割引となり、非常にお得です。
パックにはリーズナブルプランなどもあります。
速読講座には割引制度があります。

⾚塚新町⼩

交番

個別指導専⾨塾

光が丘公園
セブンイレブン

光が丘第２教室

⽥柄⾼校
光が丘第四中

旭町南地区区民館

光が丘四季の⾹⼩

清掃工場 練馬光が丘病院

郵便局

光が丘駅

03-3999-1179

光が丘第2教室

03-3976-1770

光が丘秋の陽⼩

警察署

消防署

光が丘第１教室

光が丘第1教室
都営大江戸線

東京都板橋区成増 1-13-11

成増教室

平⽇・⼟曜 14：00－21：30

ﾌｧｰｲｰｽﾄﾋﾞﾙ 2Ｆ（地下鉄成増駅 4 番出⼝ 徒歩 1 分）

03-6904-2404

光が丘第１教室のみ開校

