
お子さまの成績を必ず上げます！
本当にお子さまの成績を上げるために、一人ひとりの個性と理解度に合わせた指導をしています。

たった４カ月で偏差値 38⇒偏差値 58！
短期間で成績が上がる脅威の学習方法を知りたくありませんか？

お子さまの今の成績に満足されていない方はお読みください。

２学期に目覚めた先輩はすごく伸びています。

なんと２０ＵＰ！
（2015 年度国分寺中３年生実績）

２学期次第で合格できる学校が変わる

人生が大きく変わる！

ペガサスで成績が上がる３つの理由
個別指導塾だったら、どこの塾も同じだと思っていませんか？

当塾は経験豊富な塾長を始め､きちんと研

修を受けた講師が指導を致します｡分から

ないところは､分かるまで横について教えま

す｡どうすれば成績が上がるのかというコツ

を押さえている講師陣の直接指導を体験し

て下さい。

個別指導塾に通えば成績が上がると思われ

がちですが､実はそれほど効果が出ていな

い場合も多くあります｡原因は教わって満足

してしまうから｡「分かる」 と 「できる」 は異

なります｡ペガサスはそこに焦点を当てた指

導法でお子さまを成績アップへ導きます｡

成績を上げるためには､学習｢量｣を増やすことが

大切です｡分かっていても授業料が気になって十

分な受講ができないという場合もご安心ください。

ペガサスでは１時間１、２５０円という安心価格で

受講可能です｡お子さまに必要な科目を必要な

だけ学べる体制を整えてお待ちしております。

指導力が違う！ 効果が大きい
成績が上がる指導法

しっかり通える
安心価格

９月３０日 ( 金 ) までにお申込みの方　

９月３０ 日(金)まで実施中！

先着１０名様限定

入塾金２０,０００円を

全額無料

授業料･講習会

小･中学生指導１,２５０
成績を上げるためには十分授業数を確保することが必要です｡家で勉強し
ないお子さまは､まずは塾に来て勉強することからはじめましょう｡そのため
に､大手ではまねできない特別価格を設定しました。

お子さまが｢家で勉強しない・・・｣というお母さまの悩みにこたえます！

(税別)

秋の体験授業
大好評につきお待ちいただく場合がございます。
お早めにお申し込みください。

０
先着１０名 保護者のみなさまへ

当塾は、 口コミでの紹介も多く、 既に
曜日と時間帯によっては、 満席の数室
もあります。 定員になり次第締め切り
となります。 お電話がつながらない場
合は、 繰り返しお電話ください。

※例　中３　週２回通った場合

他塾と比較すると
こんなに違います。

コース 授業時間
６０分

９０分

１２０分

週１回 週２回 週３回
必修コース

標準コース

充実コース

こんなに成績が上がると思わなかった。ペガサスの生徒さんの生の声をお聞きください。⇒裏面へ

　　　

（税抜き）

授業料
１週１時間からの個別カリキュラム作成コース

秋 の 特 別

偏差値３８
一番下のレベルの高校

とは 偏差値５８
上から３番目
くらいの 進学高校

とは
からの！

全く違う将来につながると
思いませんか？
始めるのが２学期なら必ず伸びる！
４ヵ月でこんなに伸びたのは脅威的ですが、

ペガサス国分寺教室
塾長　高橋　一彰

本当の学力が欲しいと
感じられた方は、
当塾まで御一報ください。
全力でサポート致します !

月謝：１５,０００円

月謝：２９,８００円

１時間あたりの授業料/１,２５０円

１時間あたりの授業料/２,７９４円

月謝：２７,０００円
１時間あたりの授業料/２,２５０円

１ヵ月の差額/１４,８００円　年間の差額/１７７,６００円

１ヵ月の差額/１２,０００円　年間の差額/１４４,０００円

ペガサス

大手個別塾A

大手個別塾 B

速 読
集中力が身につく
テストや受験に効果的
速読でテキストを読むことで頭の回転が早くなり覚える
ことができます。

詳しくは

国分寺教室まで

お問い合せ下さい

￥１５,０００/月

￥５,０００/月 ￥１０,０００/月 ￥１５,０００/月

￥２２,５００/月￥７,５００/月

￥２０,０００/月 ￥３０,０００/月￥１０,０００/月

■個別指導　　国分寺教室中３～小１

学習塾 ペガサス 当塾は口コミで
広がっています！

成績を上げるには、

まずお問い合わせから！☎       ０８７-８１３-７５８６
受付時間１０:００～２２:００香川県高松市国分寺町新名２０７－３

国分寺教室

野間

学習塾ペガサス
国分寺教室

P
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志望校合格に向け！受験特訓

４０点→84 点に UP
英語

K．T くん

国分寺中１年

計１２９点→１６5 点に UP
５教科

M．N さん
国分寺中３年

２０点→８０点に UP
数学

Ｍ．Ａさん
綾南中２年

７０点→92 点に UP
数学

Ｋ．I くん

香東中１年

４１点→７５ 点に UP
英語

S．Ｈさん

勝賀中１年

香川高専高松
香川中央高校
高松商業高校

高松西高校
第一志望校へ見事全員！合格できました !!

　ペガサス国分寺教室
テスト結果実績と進学実績

合格に向け学習できる最後のチャンス！
志望校合格に向け、個別カリキュラムで徹底指導！
現在の学力診断を実施し具体的に実力を分析します。ひとりひとりにあわせた
志望校合格ために必要な学習ポイントを指導します。志望校の入試傾向をもと
に基礎学習から不得意単元を克服させます。受験対策への学習を行います。

志望校合格にむけ、受験特訓と過去入試出題問題演習を行います。

２時間 ×２０回 通常授業料：６０，０００円

通常授業料：７２，０００円２時間 ×２４回

５科目から選択
数学・英語・理科
国語・社会

週３日通学頂いている受験生は、無料！
通い放題を通学頂いている受験生は、無料！

→
→

通常授業に加えて、９月～３月までの間に振り分け受講頂きます。
受験特訓コース

志望校個別相談会
高校受験 志望校を選ぶポイントは“その学校でさらに伸びるか”です。合う高校に行くかどうかでその後の

進路に大きく影響します。個別に現在の学力診断と公立高校のご案内をさせて頂きます。
高松西高校・香川中央高校などの学校の特徴や必要な学習ポイント等をお教え致します。個別にご
説明しておりますので、是非保護者様も一緒にご参加ください。(期間 )９月末まで

参加費無料

今度はあなたのお子さまの番です !他塾にはない指導方法で

お子さまの成績を上げます。

まずは無料の学力診断テスト、

無料体験にお申し込みください。

もしお子さまの成績が今一つ伸びないということがあれば、 一人で悩まず

ご相談ください。 今の状況を変えるきっかけとなるかもしれません。 行動

しないことには何もはじまらないのではないでしょうか？現実に春から来た

お子さまは変わりました。 今度はあなたのお子さまの番です。

ですので、 もしもお子さまの状況に不安があれば、 まず今すぐお電話で

資料請求いただくか、 直接ご相談ください。 「チラシを見て ・ ・ ・ 」 とお

伝えいただくだけで大丈夫です。

漢字は必ず覚えよう！
試験範囲の漢字は必ず全て、読み・書きができるように

しておこう。これだけで 20 点近く出題される ことがあ

るので、大きな得点源になる！

【ワーク】
教科書をもう一回音読してからワークを早めに解いてお
こう。授業中のノートを見直すのも忘れずに！

英語の試験勉強のポイント
【文法】
文法は入試でも大部分を占める大事なところ。範囲の文
法を教科書・ワークを使って見直そう！英語が苦手で意
味が理解出来ない場合は、ペガサスのテスト勉強会へ！
【英単語の覚え方】
範囲の新出単語は 3回以上書いて覚えようまた、発音し
ながら書くと効果的！範囲の新出単語を覚えるだけでか
なり得点がアップするよ！必ずやってみよう！

数学の試験勉強のポイント
【教科書やワークの問題から出る！】
教科書の例題や授業中のプリントをもう 1回解こう！

分からない問題は先生に聞くなどして解決しておく
こと。聞く人がいない場合は、ペガサスへ。
ワークの問題から出題されることも多いので、ワー
クを 3回は解いて覚えておくといい。

社会の試験勉強のポイント
【地理】
ただワークや問題集を解くのではなくて、必ず地図帳を
見ながら、ワークの問題を解こう。出てきた地名、国名
の場所を地図で確認しながら解くと地理の成績は上がる。
【歴史】
地理と同じく年表や地図帳を見ながらワークを解こう。

理科の試験勉強のポイント
【教科書は以外と分かりやすい !】
どの範囲も教科書を必ず一読しよう！学校でやった

実験や教科書の図は、くまなくチェックしておこう！

学校で実験をしていないからよく分からない・・・！

という方はペガサスのテスト勉強会で教えるよ。

〔受講期間〕9/10－9/29
4 回ｺｰｽ （1 回２時間）　  受講料：12,960 円

6 回ｺｰｽ （1 回２時間）　受講料 : 19,440 円

チラシ特典　受講料が半額！４回ｺｰｽ　6,480 円に

チラシ特典　受講料が半額！６回ｺｰｽ　9,720 円に「チラシを見た」の
一言で対象です！

「チラシを見た」の
一言で対象です！ ⇒

⇒

教科別点数アップ
学習ポイント

中１・２
対象 ２学期テスト対策

中３生
対象
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