
 

 

受験・定期考査の結果が本物の指導力を証明‼ 小学生から高校生まで親身になって面倒を見ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高砂教室の昨年度の主な定期試験結果・中３模試偏差値UP/進学校一覧です。 

 第一志望校合格を目指して、内申点アップ、偏差値アップを常に図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪夏期入会特典≫ ✐無料体験授業随時受付中‼      
 

 

各種割引（転塾割、母子家庭割、兄弟姉妹割他）あり。詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

お申込み・お問い合わせは  

学力の伸び悩みには必ず原因があります。その原因と対処方法さえわかれば子供たち

の学力は信じられないほど伸びるものです。 

 

一口に「できない」といっても何ができないのか、どこからわからなくなっているのか、内

容は千差万別です。個別指導パーソナルはレベルに合わせた指導を実施します。 

何よりも、<自らやる>ことを大切にし、塾だけで勉強が終わらないように、家庭で自らやる習慣をつ

けるかを大事にしています。 

【わかる】から【できる】という喜び・感動を大切にしています。         （教室長 菅井直人） 

✇個別指導の夏期講習受付中✇ 

☎ 022-254-0915  

入会金無料＋１ヶ月月謝半額＋図書カード２千円分進呈 

科目 学年 中学校 偏差値推移 進学校

５科目 中３ 高砂中 ６４→７０ 仙台二華

５科目 中３ 高砂中 ６０→６５ 宮城一高
５科目 中３ 中野中 ５６→６３ 仙台南高
５科目 中３ 高砂中 ５７→６１ 宮城野高
５科目 中３ 高砂中 ５６→６０ 仙台高専
５科目 中３ 高砂中 ５４→５９ 仙台東高
５科目 中３ 田子中 ４７→５６ 仙台高校
５科目 中３ 高砂中 ５４→５６ 仙台高専
５科目 中３ 中野中 ５２→５６ 宮城工業
５科目 中３ 高砂中 ４９→５４ 仙台三桜
５科目 中３ 高砂中 ４２→５０ 宮城野高
５科目 中３ 中野中 ４２→５０ 塩釜高校
５科目 中３ 中野中 ４９→５０ 仙台工業
５科目 中３ 中野中 ４５→５０ 塩釜高校
５科目 中３ 高砂中 ４６→４９ 仙台商業
５科目 中３ 中野中 ４３→４９ 利府高校
５科目 中３ 中野中 ４３→４８ 宮城工業
５科目 中３ 中野中 ４４→４５ 塩釜高校
５科目 中３ 高砂中 ３６→４５ 塩釜高校
５科目 中３ 高砂中 ４０→４５ 塩釜高校
５科目 中３ 田子中 ３７→４４ 塩釜高校
５科目 中３ 田子中 ４１→４２ 利府高校

科目 学年 中学校 結果
学年順位 中３ 高砂中 １位達成
学年順位 中１ 高砂中 ３位達成
学年順位 中１ 高砂中 ４位達成
学年順位 中１ 高砂中 ５位達成
学年順位 中１ 高砂中 ６位達成
学年順位 中３ 高砂中 ６位達成
学年順位 中３ 中野中 ８４位→３９位

学年順位 中３ 中野中 ８０位→５６位

学年順位 中３ 田子中 ４５位→３０位

学年順位 中３ 高砂中 ５５位→２６位

学年順位 中３ 高砂中 ４６位→２９位

学年順位 中３ 高砂中 ７４位→５４位

学年順位 中２ 二華中 ４０位→２１位

学年順位 中２ 高砂中 ２９位→１４位

学年順位 中１ 中野中 112位→６４位

学年順位 中１ 中野中 ９１位→15位
学年順位 中１ 中野中 102位→４６位

学年順位 中１ 高砂中 １９位→３位
学年順位 中１ 高砂中 ５７位→２７位

学年順位 中１ 高砂中 ２５位→９位
学年順位 中１ 高砂中 ４４位→２８位

学年順位 中１ 高砂中 57位→27位

科目 学年 中学校 結果

5科目 中３ 高砂中 ４０点up

5科目 中３ 高砂中 　４１点up 
5科目 中２ 高砂中 ６６点up
5科目 中１ 中野中 ４２点up
5科目 中１ 中野中 ５８点up
5科目 中１ 中野中 ３８点up
5科目 中１ 中野中 ４６点up
5科目 中１ 白百合 ６１点up
英　語 中３ 中野中 ４０点→６６点

英　語 中３ 中野中 ５０点→８１点

英　語 中３ 中野中 ２８点→６５点

英　語 中２ 中野中 ３９点→７６点

数　学 中３ 高砂中 ６４点→９２点

数　学 中３ 高砂中 ５５点→８７点

数　学 中３ 高砂中 ６６点→８８点

数　学 中３ 高砂中 ６７点→８９点

数　学 中２ 高砂中 ３４点→７６点

数　学 中２ 高砂中 ４７点→７０点

数　学 中１ 中野中 ２２点→６９点

数　学 中１ 中野中 ５４点→７７点

数　学 中１ 中野中 ４８点→６６点

数　学 中１ 白百合 ４４点→８０点


