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夏期講習特別キャンペーン
朋友進学教室・朋友高等セミナー
９月以降も継続して受講される方

個別指導HOPE21
９月以降も継続して受講される方

９月授業料 無料 ９月授業料のうち１単位分が無料

図書カード
3,000 円分
図書カード
3,000 円分

+
図書カード
3,000 円分
図書カード
3,000 円分

+
※図書カードは、朋友の授業を初めて受講される方対象 ※図書カードは、朋友の授業を初めて受講かつ夏期講習２単位以上お申込みの方対象

中学/高校/大学受験の朋友　学習塾のオフィシャルブログ
https://ameblo.jp/hoyu-e/ 朋友LINE登録は右記QRから▶︎

７月１１日（日） 入試説明会・個別説明会を実施します！ ※要電話予約

中学入試説明会では、中学入試の仕組みや近年の動向、家庭や塾での学
習方法などを中心に説明します。「中学入試に興味はあるが難しそうでわ
からない。」という方は是非お気軽にご参加ください。
高校入試説明会では、高校入試の仕組み（都立・私立、併願校・進学校・
附属校など）、志望校の選択や学習方法などを中心に説明します。2022
年（現中２の入試）導入予定のスピーキングテストについても説明を行
いますので、非受験の学年の方も是非お気軽にご参加ください。

ひばりが丘校では、専任の講師が個別に受験相談を行います。過去の入
試データや最新の受験情報、これまでの経験をもとに、志望校の相談や
今後の学習方法をアドバイスいたします。「受験の仕組みがよくわからな
い。」という中１・中２の方にも詳しく説明させていただきますので、ぜ
ひお気軽にご参加ください。

10月31日（日）都立高校講演会 実施予定

清瀬校・保谷校 ひばりが丘校

夏期講習受付中
私たち朋友は、『個別』と『集団』の両方に力を入れています。
完全１：１、担当講師による生徒ひとりひとりに合わせた個別授業。
志望校や学力に合わせてクラス分けを行う少人数制の集団授業。
質問や受験相談、カウンセリングも常に受け付けています。
地域の生徒のことを一番に考えて、
朋友はこれからも全力で頑張ります。
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地域の皆様に支えられて創業３７年。
これからも朋友は『教育』での地域貢献を目指します。



小５からでも２科でもできる中学入試

『生徒１人に講師１人』の完全個別指導

『新学習指導要領』『大学入学共通テスト』
にも完全対応

『学校推薦型選抜（旧推薦入試）』
『総合型選抜（旧AO入試）』の指導も万全

個別授業との併用で全科目対応可能

確かな実績の少人数制クラス授業

生徒ひとりひとりと向き合う受験指導

質問や自習室はいつでも無料で使い放題

生徒ひとりひとりに合わせたカリキュラム

外部資格・検定試験も完全サポート

『担当講師制』で毎回同じ講師との授業

学校の試験対策や内申指導も完全サポート

質問、自習室利用はいつでも無料で歓迎

小学部英語は中学に繋がる『書く』英語

中学部は学校の試験対策も内申指導も万全 確かな実績の少人数制クラス授業

クラス授業の長所を最大限に生かしながら面倒見の良い丁寧な指導で生徒の学力を着実に伸ばしていき
ます。また、中学受験・高校受験に完全対応した朋友独自のカリキュラムで生徒ひとりひとりの第一志
望校合格を実現していきます。講習会最後のまとめテストや毎回の授業で行われる小テストなどで学習
の定着をはかります。新型コロナウイルス対策として、マスクの着用、検温や手指の消毒を徹底。生徒
と生徒の間隔もきちんと確保し、感染対策に細心の注意を払って授業を行います。対面での授業を優先
しつつ、感染が拡大した際には、オンライン授業や映像授業に素早く切り替えることで学習の時間を確
保します。導入の際には各校の担当がしっかりとフォローしますので、初めての方もご安心ください。

HOPE２１は学習したい科目を自由に選べるから「苦手科目の克服」にピッタリ。
時間も自分で設定できるから、部活で忙しくても計画的に学習を進めていくことができます。
高校生・高卒生の方は、予備校との併用も歓迎です。学習相談や受験相談もお任せください。
中３は夏期限定、個別で中３までの学習内容を総点検する『公立志望セット』も選択可能です。

朋友の高等セミナーは、英語などの最重要科目に特化した『クラス授業』です。それに加えて、『完全１：１個
別授業』や『映像授業』などを併用することで、全科目をフォローすることもできます。これらは自由に組み
合わせることが可能なので、どのような生徒にも、どのような受験にも柔軟に対応ができます。
『新学習指導要領』『大学入学共通テスト』への対策、『学校推薦型選抜（旧推薦入試）』『総合型選抜（旧 AO
入試）』などにも対応した視野の広い受験指導、受験の仕組みを保護者の方々にもお伝えするための定期的な
『父母面談』。受験に必要な情報は全て我々が伝えます。心配せず、一緒に大学受験を乗り切りましょう。体
験授業のお申し込み、受験相談、その他詳細は各校にお問い合わせください。

※授業時間や料金の詳細等は各校舎へお問い合わせください。 ※小６の受験コース、中３は上記に加えて４日間の入試特別講座も実施いたします。

対面での授業を優先しつつ、

『オンライン授業』や

『映像授業』を活用！

完全1：1個別授業で
『オンライン個別授業』が
選択可能!

講習会授業 7/24 土〜 8/28 土 まとめテスト 8/29 日

夏期講習会コース一覧

公立中高一貫・
適性検査対策

αコース

学年 科　目 1日の授業時間 日数
小 5 文系・理系 １２０分（６０分×２コマ） １０
小 6 文系・理系 １２０分（６０分×２コマ） ２０

公立中学
進学 C コース

学年 科　目 1日の授業時間 日数
小 4 国語・算数 １２０分（６０分×２コマ） １０

小 5
国語・算数 １２０分（６０分×２コマ） １０
英語【選択講座】 ６０分（６０分×１コマ） １０

小 6
国語・算数 １２０分（６０分×２コマ） １０
英語【選択講座】 ６０分（６０分×１コマ） １０

国・私立
中学受験
コース

学年 科　目 1日の授業時間 日数

小 4
国語・算数 １８０分（６０分×３コマ） １０
社会・理科 １２０分（６０分×２コマ） ５

小 5
国語・算数 １８０分（６０分×３コマ） ２０
国語・算数・社会・理科 ２４０分（６０分×４コマ） ２０

小 6
国語・算数 ２４０分（６０分×４コマ） ２０
国語・算数・社会・理科 ３６０分（６０分×６コマ） ２０

高校受験
コース

学年 科　目 1日の授業時間 日数
中 1 国語・英語・数学 １５０分（５０分×３コマ） １５
中 2 国語・英語・数学 １５０分（５０分×３コマ） ２０

中 3

国語・英語・数学 １８０分（６０分×３コマ） ２０
　公立理社講座【選択講座】 ６０分（６０分×１コマ） ２０
　英数基礎講座【選択講座】 ９０分（９０分×１コマ） ２０
　ハイレベル演習講座【選択講座】 ９０分（９０分×１コマ） ２０

少人数クラス授業� 小 4〜中 3対象

完全 1：1 個別授業� 小 1〜高卒対象

大学受験クラス授業� 高１〜高３対象

■αコースは公立中高一貫校（都立大泉高等学校附属中など）を目指すための対策コースです。　※清瀬校のみ

■公立中学進学Cコースは、区（市）立中学へ進学する生徒対象のコースです。高校受験対策コースに繋がる学習を進めます。

個別授業日程スケジュール 第 1 ターム　7/24土 25日 26月 28水 29木 第 2 ターム　7/30金 8/1日 2月 4水 5木

第 3 ターム　8/6金 8日 9月 10火 第 4 ターム　8/16月 17火 18水 20金 21土 第 5 ターム　8/23月 24火 25水 27金 28土
※�１日分
は振替

英語科主任　川瀬
朋友の個別は『完全１：１』対応のみ！
生徒を想う気持ちは誰にも負けません！ 
　朋友の個別授業HOPE�21 は『完全１：１』、生徒１人を専属の
１人の講師が担当する形式を原則としています。これは、生徒と
のコミュニケーションを大切にし、その時間の全てをその生徒のため
に使うことを重視しているからであり、これからもこの考え方が変わ
ることはないと思っています。
　私も毎年、多くの個別授業に入ります。授業裏の努力を口にするこ

とに恥ずかしさはありますが、１つの授業につき１時間近く、時にはそれ以上の準備をし、生
徒がどこを間違えるか、悩むかを予測します。授業内で問題を解かせる時も、手が止まる箇所
や解く速さをチェックし、説明や問題の解説をする時も生徒のリアクションを細かく見ていま
す。将来に繋がる貴重な１時間なのですから、こちらも常に真剣でなくてはいけません。担
当講師による完全１：１対応だからこそ、『対面』『オンライン個別授業』を授業当日に選択
することも可能になり、一層授業の幅が広がりました。
　これからも大きな変革は起こるのかもしれません。そんな時でも、生徒への熱い気持ちは
残しながら、時代に対応して変えるべきものはきちんと変えていきます。いつの時代でも、生
徒が安心して授業を受けられる塾を朋友は目指し続けます。

ソーシャル・ディスタンスの確保を徹底!ソーシャル・ディスタンスの確保を徹底!ソーシャル・ディスタンスの確保を徹底!ソーシャル・ディスタンスの確保を徹底!

※１単位（１ターム）からのお申し込みが可能です。※ご都合の悪い日がある場合は、あらかじめご連絡いただければ振替授業をいたします。※授業時間、講習の日程などの詳細は各校舎にお問い合わせください。

大学受験クラス
授業日程

7/24土〜 8/29日

全教科フォローは万全！わかるまでサポート！

詳細はホームページへアクセスください!
http://www.hoyu-e.co.jp/

清瀬校

ひばりが丘校

高等セミナー清瀬校 保谷校

高等セミナー 保谷校

042-492-2311

受付：13：00～

受付：13：00～

042-421-9919

東京都清瀬市松山 1-5-5

東京都練馬区南大泉 3-31-3

清瀬駅南口徒歩1分 西京信用金庫となり

ひばりが丘駅南口徒歩5分
東京都西東京市谷戸町 3-25-2 2F

03-3921-1234
受付：13：00～
保谷駅南口徒歩2分

03-3922-8111
受付：13：00～

朋友　塾 検索

保谷駅南口徒歩2分

至秋津

南口
ロータリー

南口
ロータリー

OK

至東久留米

至東久留米 至保谷

ファミリーマート

　ココカラ
ファイン薬局 西京信用金庫

日高屋

パルコ

西友
サイゼリヤ

ひばりヶ丘
郵便局

セブンイレブン

清瀬駅

ひばりヶ丘駅

清瀬校

ひばりが丘校

至ひばりヶ丘 至大泉学園

交番

佐々木歯科

西友
松屋

ファミリー
マート

三菱UFJ銀行

保谷駅

保谷校
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対面授業と映像授業で全教科指導 !対面授業と映像授業で全教科指導 !対面授業と映像授業で全教科指導 !対面授業と映像授業で全教科指導 !


