
ペンゼミは二宮町で17年、「頑張る君」を応援し続けます！ペンゼミは二宮町で17年、「頑張る君」を応援し続けます！

☎ 0463-73-3343
二宮町二宮８８４クワハラビル２F
http://penzemi.net/

二宮校

 17th

徹底した基礎固め

集団授業クラスP徹底した基礎固め

集団授業クラスP
ニーズに応える個別指導クラスニーズに応える個別指導クラス

〒259-0123神奈川県中郡二宮町二宮８８４　クワハラビル２F
Tel 0463（73）3343  Fax 0463（73）3324
Mail ninomiya@penzemi.com　HP http://penzemi.net/
FB Pencilゼミナール二宮校　Twitter @PenzemiNinomiya

二宮校

受付時間
14:00-22:30
日・祝日を除く

兄弟姉妹が通っている・通っていた割引

兄弟姉妹で通ってほしいから
兄弟姉妹割引制度

双子割引あります

兄弟姉妹が同時に通っている割引

双子で同時に通っている割引

●安全を第一に警報発令時は、授業を休講することがあります
生徒の安全を考慮し、「大雨警報」「洪水警報」などの警報発令時には、休講させ
ていただくことがあります。中学生では、１９時からの授業を１７時に判断し一斉
にメールを配信させていだきます。確認のため、返信をお願いいたします。しかし
、天候の回復などを考慮し、発令時に授業を行う場合もございますので、予めご了
承ください。
ドメイン設定でメールが受信できない場合は、各携帯会社で設定変更をお願いいた
します。携帯電話からおかけすると、【無料】でサポートセンターとつながり、設定
変更を行うことができます。二宮校アドレス：ninomiya@penzemi.com

入塾金が無料になります。ペンゼミ卒業生でもかまいません。ご相談ください。

●２人目のご兄弟が　　　　　　　　　　　　●３人目のご兄弟が
小学生の場合、毎月授業料から￥3,000割引　　毎月の授業料が無料
中学生の場合、毎月授業料から￥5,000割引
高校生の場合、毎月授業料から￥5,000割引
※オプション授業の追加・諸費用は対象外となります。

双子の方の授業料の低い方の授業料が半額になります。集団授業クラス
個別指導と分かれていても適用されるので、お気軽にご相談ください。

ワーク・ブック・チェック
学校の成績において重要なウェイトをしめる提出物（ワーク等）のチェックを行い
ます。中学校の提出期限までに間に合うように試験前の週末までに終わらせる
ように指導しています。

定期試験対策・実技講座
定期試験対策として、英語・数学の通常通塾日以外で対策補習を行います。テ
スト対策日程表でご案内いたします。その他、実技科目対策として、中１生は演
習授業（１回）、中２・３生は、確認授業（３回）を開講いたします。

個別学習システムeトレ
学習したい科目・単元を一人ひとりのニーズに合わせてカリキュラムを作成し、
個々のスピードで学習を進めることができます。１８万ページある良問の中から復
習できることが、個別学習システムeトレの大きな魅力です。

春期講習・夏期講習・冬期講習
講習費は、授業料・諸費用に含まれているので別途で追加費用はかかりません。
（受講科目以外を追加される場合はかかります）

模擬試験【神奈川全県模試】
中１・２生は、年間２回（８・１２月）神奈川全県模試を受験し早期から高校進学を
意識していきます。中３生は、全５回（５・８・１１・１２・１月）に加え、ペンゼミ模試を
行い、受験校の決定・判定をしていきます。

各種面談・入試説明会
中学生保護者対象に、入試説明会（６月）に実施いたします。更に、中３生は夏・
冬に三者面談を行い志望校の決定をしていきます。中１・２生は年間４回の希望
者面談を実施いたします。

夏・冬実施  生徒ガイダンス
中学生対象に、夏（７月）・冬（１２月）に生徒ガイダンスを実施いたします。ガイダ
ンスでは、高校の基準や成績の上げ方などを説明し、生徒のモチベーションをア
ップしていきます。更に、「やる気」がアップした生徒には特別課題を希望制で配
布いたします。毎年、９割以上の生徒が行なっております。

ペンシルゼミナール
二宮校って
どんな学習塾なの？？

二宮町17年

中学生　　　 体験授業１週間１週間
【集団授業】・【個別指導】どちらも１週間の体験授業ができます。集団授業・
個別指導のどちらかでお悩みの方は、どちらも体験することができます。(教材
費500円税込がかかります)集団授業の場合、１週間に行われる授業／個
別指導の場合、英語２回・数学２回。どちらも体験する際は、集団授業１日・
個別指導英語１回・数学１回。

難化する問題に挑戦
集団授業クラスA難化する問題に挑戦
集団授業クラスA

エースエース

小学生から高校生まで通える
二宮町に地域密着した学習塾

個別指導　 集団授業　選べる２つのクラス

生徒一人ひとりの目を
輝かせるのが私たちの
使命だと思っています！！
二宮校教室長 有馬（ありま）



国語/理科/社会は学校別グループ学習を行います。
英語・数学は、週２回受講をお願いいたします。中学生

開講科目・曜日時間

生徒４人までの個別指導クラス 集団授業クラス A（エース）・P

19:00～19:50

20:00～20:50

21:00～21:50

月曜日

英語
数学
英語
数学
英語
数学

火曜日

英語
数学
英語
数学
英語
数学

水曜日

英語
数学
英語
数学
英語
数学

木曜日

英語
数学
英語
数学
英語
数学

金曜日

英語
数学
英語
数学
英語
数学

土曜日

英語
数学
英語
数学
英語
数学

宣言１: わかるまでやる親身な指導
授業だけが勉強じゃない！！質問はいつでも受けます！！

宣言2 : 勉強に対する「やる気」の育成
ペンゼミは、生徒の応援団！！もっと通いたいと思える塾！！

宣言3 : 面倒見の良さが違います
生徒の「もっと」に応える環境がココにはあります！！

安心宣言

体験授業  開始！

指導方針・料金体制のご説明
ペンゼミのご説明をさせていただくと同時に、
体験授業の科目・単元をヒアリングから
決めていきます。

体験授業のお申し込み
お電話、またはメールにてご連絡ください。

☎ 0463-73-3343
     ninomiya@penzemi.com

欠席授業
無料振替

通塾曜日
自由選択

講師１名で
最大生徒４名

英語・数学
個々対応

体調不良・部活動・ご家庭の用事で欠席された授業は、事前にご連
絡いただければ、振替を無料で行うことができます。必ず授業前まで
にご連絡ください。

希望する曜日・時間・科目で受講することができます。翌週の時間割
変更は、金曜日までにご連絡ください。

ペンゼミの経験豊富な講師の授業が何度も受けられる映像コンテ
ンツを使用します。個々のペースで学習することができます。

分かったつもりで終わらせ、先に進む個別指導ではなく、生徒１人ひ
とりの定着に気を配ります。限られた時間で最大限の学習効果を得
るために、カリキュラムが個々で全く違います。

英語・数学  個別指導クラス
講師１名に対し最大４名までの個別指導は、１人ひとりの定着をきめ細
かく指導することができます。１科目から選択することもできるので、苦手
科目の克服・基礎の徹底にも効果的です。更に他塾との併塾にも対応
することができます。様 な々ニーズに応えられる個別指導です。

集団授業クラス 
１クラス最大１２名までの少人数集団授業クラスに必要なものは授業に
ついていこうという「やる気」です。昨今の定期テスト・学力検査は難化
傾向にあります。どんな難しい問題にも臆する事なく解いていくためには
、やはり「やる気」が一番大事です。一緒に頑張ってみませんか？

開講科目・曜日時間

水曜日 土曜日

19:00～20:50 英語  数学 英語  数学

中学1年生 1クラス（12名限定）
英数５０分授業開講科目 ３科目（英語・数学・国語）

１コマ５０分授業開講科目 5科目（英語・数学・国語・理科・社会）

中学2年生 2クラス（12名×２クラス２４名限定）
１コマ５０分授業・理社各２５分開講科目 ３科目（英数国） or ５科目

19:00～20:50
月曜日

英語 数学
木曜日

英語 数学Aクラス

19:00～20:50
火曜日

英語 数学
金曜日

英語 数学Pクラス

19:00～21:50
金曜日

国語 理科 社会二宮西中学

19:00～21:50
水曜日

国語 理科 社会二宮中学

中学3年生 2クラス（12名×２クラス２４名限定）

２０１９年度は、
中２・３生２クラス（A・P）編成

19:00～20:50
月曜日

英語 数学

理科 社会

木曜日
 

20:55～21:25 国語
英語 数学Aクラス

21:00～21:50

19:00～20:50
火曜日

英語 数学

理科 社会

土曜日
 

20:55～21:25 国語
英語 数学Pクラス

21:00～21:50

18:20～18:50 国語

授業料 年間にかかる費用一覧を別紙にてご用意しております。
そちらをご参照ください。入塾金¥10,000となります。

国語３０分授業

【公立高校】  小田原４名　平塚江南３名　茅ヶ崎北陵３名　座間１名
大船２名　藤沢西２名　西湘７名　大磯３名　鶴嶺２名　深沢２名
茅ヶ崎４名　藤沢清流２名　秦野曽屋２名　藤沢総合１名　高浜４名
伊勢原１名　二宮９名　小田原東１名　秦野総合２名　平塚湘風１名
神奈川総合産業１名　平塚工科１名
【私立高校】早稲田大学高等学院１名　日大藤沢１名　横浜隼人１名　
アレセイア湘南１名　平塚学園１名　鵠沼１名　向上２名　相洋１名
日大三島３名　湘南工科１名　立花学園２名　星槎国際１名
【海外留学】CAMBRIDGE１名

中学生クラス
個別指導　 集団授業 申込方法

1

2

3

個別指導

現高校生(2017～2019)進学実績

【公立高校】  小田原２名　平塚江南２名　茅ヶ崎北陵１名　大船１名　
　　　　　　藤沢西１名　西湘３名　大磯１名　鶴嶺２名　深沢１名
　　　　　　藤沢清流１名　高浜１名　二宮３名
　　　　　　神奈川総合産業１名
【私立高校】鵠沼１名　湘南工科１名　相洋１名　立花学園１名

2019年 進学実績

JR二宮駅から徒歩５分！
二宮町二宮８８４クワハラビル２F

0463-73-3343


