
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 
■研究学園校 つくば市研究学園 2-2-7-2F（つくば消防署前） TEL029-875-6255 
 

地域に密着して 14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 

【夏の入塾特典】 
①1 ヶ月分授業料 無料! 
最大週４コマ 18,800円×１か月分⇒０円 

②夏期講習初めて講座 無料! 
夏期講習 4コマ分 8,000円⇒０円 

夏の学習スタート応援キャンペーン！ 

選ばれるのには理由があります 

【転塾割】 
年間教材費 半額! 
最大 16,000円 

⇒8,000円 

8/8 までの期間限定

キャンペーンです！ 

特別な夏休みだから，個別指導で効率学習！ 

家計応援授業料で成績アップできます！ 
こんな時だからこそ，間違いの

ない塾選びをしてほしいと思

います。緊急事態ですので，

少し厳しいことも書きました。 
① 家計応援授業料で人が教える個別指導が受講できます 

１ヶ月の授業料は週 1 コマの場合，小学生 4,500 円，中学 1，2

年生 4,700円，中学 3年生 4,900円です。パソコンや映像による

授業は行っていません。人が教える個別指導を家計応援価格で提供

しています。未来創造塾はフランチャイズ塾ではないので，ロイヤリ 

ティーなどの無駄な費用負担がありません。一般的なフランチャイズ 

塾が本部に払う費用は，保護者の方にお支

払いいただく塾代の 20％～50％です。こ

れは，お子様の成績向上には関係のない費

用，本当にもったいないです。 

 

② 教育一筋 25年の塾長がつくった学習塾です 

教育一筋 25 年の塾長が理想の教育環境を実現するため

につくった学習塾です。保護者の方が通わせやすく，お子様

が学習しやすい教室を教育者の目線でつくっています。教育

経験者がオーナー塾長の学習塾はとても少なく，多くの場合,

教育経験のない方がノウハウを買ってフランチャイズ塾を始

めています。それは料理のできない人が，レトルト食材を仕入 

れてレストランを始めるのと同じで

す。教育は，お子様の将来を決める

大切な仕事です。大切なお子様の将

来を教育経験のない方に任せるの

は，あまりにも危険です。 

③ 生徒の皆様が学習しやすい学習塾，保護者の方が通

わせやすい学習塾です 

未来創造塾の学習プログラムは，生徒ファースト

で設計されています。集中力の続く 50 分授業，一

人で考えて問題を解く力をつける個別指導，無料

のテスト対策授業など，生徒の皆様が学習しやすく 

成績の上がる指導をしています。また，学習量を確保しやすい家計

応援授業料，当日欠席でも追加費用なしで振替可能など保護者の

方が通わせやすい工夫もしています。集中力の続かない 90 分授

業，有料のテスト対策や振替授業，高額な講習費の請求など，塾業

界の常識を壊したいと思っています。 

 

 

 

④ 普通の子の成績を伸ばす学習塾です 

わかっただけで終わりにせず，ひとりで問題が解けるように

なるまで，勉強のしかたから教えています。普通の成績だった 

お子様の半数以上が，毎

年，竹園高校，牛久栄進

高校，水海道第一高校，

藤代高校などの難関校

に合格しています。 

未来創造塾が選ばれるのには理由があります 
通いやすく，成績の上がる個別指導を適正な家計応援価格で

提供する学習塾です 

 

 体験授業 無料! 

塾長の中村です 

わかるとうれしい！ 
できると楽しい！ 

教育一筋 25 年のオーナー塾長が
独自のノウハウで運営しています 

＊入塾特典，および転塾割は，9月からの授業継続を決めた中 2までの生徒様が対象です。 

  【対象学年・コース】小 1～中 2・1：4個別指導 【手続き期限】8月 8日 

◎夏期講習については
裏面をご覧ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成績アップできる５つの理由 

①「わかる」を「できる」に変える授業！ 
ひとりで問題を解ける力をつける演習重視の授業です。 

②通いやすい授業料で振替授業もできる！ 
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。さらに授業
の振替も回数制限や追加料金なしで行っています。 

③指導内容はその日のうちにお知らせします！ 
授業内容や様子は，その日のうちに保護者の方の専用アプ

リや LINE にお送りしています。保護者の方からのご要望も
すぐに返信いただけますので，リアルタイムでお子様の情報
を共有することができます。 

④テスト前には理科・社会も無料で指導します！ 
定期テストの直前には理科と社会のテスト対策授業を無料
で実施しています。通塾科目にかかわらず，中学校ごとに 5
教科のテスト対策プリントをつくっています。 

⑤1コマ 50分だから集中できる！ 
集中力の続く 1コマ 50分授業です。授業開始が 1時間ご
となので，送迎などにぴったりの授業時間を選べます。 

 

【個別指導（1：4）の授業料】税別 
1か月の授業料（週 1コマ 50分） 

小学生：4,500円   高 1：6,500円（1：3） 

中 1・2：4,700円     
中 3  ：4,900円 

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 

夏 
 

期 講 習 

夏期講習時間割 

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 

 *ご希望に応じて 1：2は 3,300円～，1：1は 4,800円～受講できます 

・教育サポート費 2,000円/月 
・初回のみ入塾金(20,000円)が必要です。 
 

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 2019-20年合格実績 

今年も私立中学合格率 100％！ 

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 他多数 

◎高校受験 2019-20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 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 茗渓学園高校 他多数 

◎大学受験 2016-20合格実績 

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 茨城県立医療大学 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 専修大学 
昭和女子大学 駒澤大学 芝浦工業大学 
東京電機大学 文教大学 拓殖大学  他多数 

7/20(月)～8/30(日) 

講習授業は１コマ 75分 

入塾特典！ 
夏期講習 4コマ無料！ 
1か月分授業料無料！ 
転塾生は年間教材費半額！ 

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 ○ ○

 

 
個別指導，１か月の授業料は 
・小学生が週 1回，算数を受講すると 4,500円です 
・小学生が週 2回，国語と算数を受講すると 9,000円です 
・中 1，中 2が週 2回,英・数を計 4コマ受講すると 18,800円です 
・中 3が週 3回，5教科を計 6コマ受講すると 29,400円です 
・小学生英語も１か月 4,500円で受講できます 

 

時間・教科が自由に選べる 

【受講例】 

◎小学生 10コマ 

算数・国語：各 5回 

◎中学生 20コマ 

数学・英語：各 10回 

教科と授業回数は 1回単位で決められます 

 

（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」に変わる！ 

 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！普通の子を伸ばす塾です！ 
 「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，牛久栄進，水海道第一などの難関校に合格

しています！正しい勉強のやり方が身につくから，大学入試では筑波大学などの難関大学に毎年合格者を出しています。 

1人でできる → 

まで，徹底演習！ 

未来創造塾は 

家計応援授業料です！ 

夏までに，1学期の遅れを取り戻す！ 
～わかるをできるに変える夏期講習です～ 

 

←勉強のやり方か

ら教えています！ 
←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！ 

 

＊高 2 以上，中学受験，
1:2，1：1の個別指導は
お問い合わせください 

時間・教科が自由に選べる 

通常授業は 

１コマ 50分 

未
来
創
造
塾
は
す
べ
て
直
営
校
で
す
！ 

19,000円 
⇒11,400円！ 

40,000円 
⇒32,000円！ 

分割払いもご

利用できます 


