
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わからない 

わかる 

できる 

 

「できる」を応援！ 
個別指導なのに 1か月 4,500 円 
から学習できます！ 

 

 

■みらい平校 つくばみらい市陽光台 4-16-1（とりせんみらい平店前） TEL0297-38-5915 
■水海道校  常総市水海道諏訪町 3242（常総市役所となり） TEL0297-44-7173 
■守谷校     守谷市けやき台 2-35-3（コメダ珈琲近く） TEL0297-44-4159 
 

地域に密着して 12年 

未来創造塾 0120-57-6759
む り な く 合 格

 
ホームページからもお問い合わせいただけます 

未来創造塾 検索 

受付時間：月～金 15:00～22:00  土 13:00～20:00 

中学生活応援キャンペーン！新中１ 

体験授業 

無料！ 

フォローデー 
3/22(金)～23(土) 
無料！ 

塾に初めて通う生徒 
さんのための準備授業 

 

【個別指導】 

春期講習はじめて講座無料! 
75分×４コマ，最大 11,200円⇒０円 

３月・４月分授業料無料! 
最大週４コマ 26,000円×２か月分⇒０円 

「わかった」で満足

してしまうとテスト

で得点できません！ 

 

「わかる」が「ひとりでで

きる」になるまで，徹底的

に練習します！ 

塾の仕事で一番大切なことは，問題の答えを教える

ことではありません。ひとりで考え，問題と格闘す

る時間をつくり，自力で問題を解くことのできる力

をつけてあげることが最も大切です。未来創造塾で

は，「教える⇒わかる」の先にある「ひとりで考える

⇒できる」までしっかりサポートしています。 

【集団指導 Lead】 

Lead春期講習 半額！ 
75分×12コマ 18,000円⇒9,000円 

３月・４月分授業料半額！ 
最大週９コマ 29,000円×２か月分⇒半額 

勉強のやり方がわかった

から数学が得意に！ 

1 学期テスト(中 1) 

39点 

43位 

3 学期テスト(中 2) 

84点 

２位！ 

どんな問題も解けるように

なったから 1位も見えた！ 

1 学期テスト(中 1) 

380点 

10位 

春のスタート応援キャンペーン！小・中・高校生 

【中学準備講座】 

英語 4コマ+数学 4コマ無料! 
50分×8コマ 9,400円⇒０円  

【春期講習】 

春期はじめて講座(個別指導)無料! 
個別指導：75分×4コマ 8,000円⇒０円 

Lead春期講座(集団指導) 無料! 
集団指導：75分×12コマ 18,000円⇒０円 

 

 

【年間教材費】 

５教科準拠教材無料! 
10,000円⇒０円 

英・数通年教材 無料! 
6,000円⇒０円 

 
 

【通常授業】 

３月分・４月分 無料! 
個別：週４コマ 18,800円×2か月分⇒０円 
集団：週６コマ 18,900円×2か月分⇒０円 

・上記の特典は，3/13までに４月からの通塾を決められた新中学 1年生が対象です 
・適用条件など詳しくは，お気軽にお問い合わせください 

・上記の特典は，3/13までに４月からの通塾を決められた小学生～新高 1が対象です 
・適用条件など詳しくは，お気軽にお問い合わせください 

1 学期テスト(中 1) 

245点 

104位 

2学期テスト(中1) 

430点 

23位！ 

ひとりで解ける力がついた

から，点数大幅アップ！ 

3 学期テスト(中 2) 

473点 

２位！ 

中 2（数学） 中 2（5 教科） 中 1（5 教科） 

↓できるまで練習します！ 

↑わかるまで教えます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成績アップできる５つの理由 

①ピッタリな授業スタイルが選べる！ 
 個別指導(1：1～4)から集団指導まで，
お子様にぴったりな授業を選べます。 

②通いやすい授業料！ 
個別指導なのに1か月4,500円から通
塾できて，成績アップに必要な授業時間
をしっかり確保できます 。 
③「わかる」を「できる」に変える授業！ 
 自分で考えて問題をつく力を身につけ
られる演習重視の授業です。 

④個別指導なのに 5教科指導！ 
 入試特訓，テスト対策授業などで 5 教
科対応します。 

⑤効果抜群の定期テスト対策！ 
定期テスト対策に全力です。 
３週間前：目標設定面談・目標シート作成 

３週間前～前日：テスト対策特別授業(5科) 

2 週間前：テスト対策プリント(5 科)配布 

1 週間前：テスト対策講座(5 科) 

1 週間前：理・社マラソン(用語完全暗記) 

浜野先生 
(慶応義塾大卒) 
水海道教室長 

 

【個別指導】1か月の授業料（週 1コマ 50分） 

 (1：4)小学生：4,500円 中 1・2：4,700円 
中 3：4,900円 (1:3)高 1：6,500円 

*1:2は 7,700円～，1:1は 11,200円～ 

【集団指導】1か月の授業料（５教科） 

中 1：18,900 円（週 2日：6コマ 300分） 
中 2：21,000 円（週 2日：6コマ 300分） 
中 3：29,000 円（週 3日：9コマ 450分） 先着順の受付となります。お問い合わせは 

0120-57-6759 
まで。まずは，無料体験からご参加いただくとスムーズです。 

◎個別指導：一人一人にピッタリな授業 

授業回数と教科，日にち・時間が自由に選べます 

◎集団指導 Lead：難関高校受験専門コース 

【中 1】3/25,27,29，4/1,3,5（13:00～15:40） 
【中 2】3/26,28,30，4/2,4,6（19:00～21:40） 
【中 3】3/25,27,29，4/1,3,5（19:00～21:40） 

各学年 1 日 75 分 2 コマ×6 日間 18,000 円 

春 期 講 習 

春期講習時間割 

1 時間目 9:30-10:45 

2 時間目 10:55-12:10 

3 時間目 13:00-14:15 

4 時間目 14:25-15:40 

5 時間目 15:50-17:05 

6 時間目 17:15-18:30 

7 時間目 19:00-20:15 

8 時間目 20:25-21:40 

授業料：1 回あたりの授業料×授業回数 

 *1 回あたり(1:4)小学生：1,900 円 中 1・2：2,000 円  

中 3：2,100 円 (1:3)高 1：2,800 円 

 *1：2 は 3,300 円～，1：1 は 4,800 円～受講できます 

初回のみ入塾金(20,000円)が必要です。設備費 2,000円/月（金額はすべて税別です） 

中村塾長 
(茨城大学卒) 

飯田先生 
(筑波大学) 

野﨑先生(上智大学) 田中先生(文教大学) 

卒塾生 卒塾生 

普通の子を伸ばす！教育のプロが運営する地元密着塾です 

◎中学受験 2018-19 年合格実績 

志望校にあわせたきめ細かな指導！ 

茗溪学園中学校 並木中等教育学校 

常総学院中学校 土浦日大中等教育学校 

東洋大牛久中学校 かえつ有明中学校 

◎高校受験 2017-18 年合格実績 

半数以上が竹園，水海道一などの難関校に合格！ 

竹園高校 牛久栄進高校 下妻第一高校 藤代高校 

水海道第一高校 水海道第二高校 東京高専 

牛久高校 伊奈高校 柏の葉高校 常総学院高校 

土浦日大高校 東洋大牛久高校 他多数 

◎大学受験 2016-19 合格実績 

勉強のやり方がわかるから大学受験でも， 
筑波大学や GT-MARCHに毎年合格！ 

筑波大学 東北大学 千葉大学 茨城大学 
岐阜薬科大学 県立医療大学 上智大学  
慶應義塾大学 中央大学 青山学院大学 
東京理科大学 明治大学 学習院大学 
立教大学 日本大学 東洋大学 他多数 
他多数 

3/25(月)～4/5(金) １コマ 75分 

入塾特典！個別指導「春期はじめて講座」4コマ無料＋
「3・4月授業料」週 4コマ分まで無料！ 

個別時間割 月～金 土
13:00～13:50 × ○
14:00～14:50 × ○
15:00～15:50 ○ ○
16:00～16:50 ○ ○
17:00～17:50 ○ ○
18:00～18:50 ○ ○
19:00～19:50 ○ ○
20:00～20:50 ○ ○
21:00～21:50 ○ ○

未来創造塾は，教えている先生が違います！ 
卒塾生も多数教えています 

♪小学生英語も１か月 4,500円で受講できます 

 
１か月に 
・小学生が個別で週 2回，国語と算数を勉強すると 9,000円です 
・中 1が個別で週 2回,英・数を計 4コマ勉強すると 18,800円です 
・中 2が集団授業で週 2回 5教科を勉強すると 21,000円です 
・中 3が個別で週 3回，5教科を計 6コマ勉強すると 29,400円です 

 時間・教科が自由に選べる 

フォローデー 無料！ 
①3/22(金)～23(土) 
初めて授業に参加する生徒
さんが安心してスタートす
るための準備授業です！ 
②4/6(土) 
春期のやり残しを補習し，新
学期の学習を万全に！ 

 

（15～22時) 

①ひとが教える個別指導だから「わからない」が「わかる」変わる！ 

 社会人のベテラン講師，卒塾生中心の大学生講師がわかるまで教えています。“ひと”が教える個別指導だから，最短距離

で「わからない」が「わかる」に変わります！とても大切なこの過程を一方通行の映像授業に頼ることはありません。 

②「わかる」が「できる」になるまで通塾できる家計応援授業料！ 
 「わかる」が「できる」になるにはたくさんの演習時間が必要です。「わかったつもり・できたつもり」で終わらせるので

は意味がありません！未来創造塾の個別指導は1か月4,500円から，必要十分な授業を受講いただける家計応援授業料です。 

③半数以上が竹園，水海道第一などの難関校に合格！未来創造塾は普通の子を伸ばします！ 
 「ひとりでできる」「テストで得点できる」まで指導するから，高校受験生の約半数が，竹園，水海道第一などの難関校に

合格しています！勉強のしかたが身につくから，大学入試でも筑波大学などの難関大学に毎年合格者を出しています。 

入塾特典！集団指導「中 1春期」無料・「中 2・3春期」
半額＋「3・4月授業料」無料 or半額！ 

＊上記入塾特典は 3/13までに 4月からの授業継続を決めた小学生～新高 1の方が 
対象です 

橋本先生 
(日本大学) 

卒塾生 

1人でできる→ 

まで，徹底演習！ 

未来創造塾は，４月からも 

家計応援授業料です！ 

沼田先生 
(玉川大学卒) 

馬場先生 
(法政大卒) 
守谷教室長 

ステファン先生 
(オスロ大学卒) 

卒塾生 

集団時間割例 月 水 金
19:20～21:00 中3・数 中2・英 中1・数 中3・数英 中2・数 中1・英 中3・英
21:05～21:55 中3・理 中2・社国 中1・理 中3・国 中2・理 中1・社 中3・社

火 木

新学年の先取り学習で最高のスタート！ 
～1 年の学習を有利にする春期講習です～ 

←勉強のしかたを

教えています！ ←テスト前には，5教科のテスト対策プリ

ント，理科・社会テスト対策授業(理社 

マラソン)があります！すべて無料です！ 

 


