
塾舎のご案内
トライメイト進学舎は、長浜の人材育成を目標に、
地元の有志や企業のバックアップを受けて設立
された進学塾です。今日までに数千人の卒業生が
巣立ち、社会人となり、長浜を内外から盛り上げて
くれています。

※現在は新型コロナウイルス感染防止の観点か
ら、24時間換気、入館時の消毒、マスク着用、緊急
時の遠隔授業など、生徒の安全を第一に授業を
行っております。

教室
集合授業用の教室が10教室。広い
学習スペースを確保しております
（写真は大教室）。

自習室
高校生用、中学生用の自習室が男
女別にございます。塾生は無料で、
授業の無い日も使えます。

個別
指導教室

奥行きのある教室です。
窓を開け換気を行っております。

４月開講！ お子さまの成長を全力でサポートします。

中2･３ 本科

中３ 本科コース中３ 本科コース
英数２教科の選択で週２日、５教科の選択で
週３日の授業があるコースです。

県立上位高校を目指すコースです。教科書内
容を12月頃までにほぼ終え、その後、本格的な
受験対策を行います。受験対策に十分な時間
をとり、志望校合格のための力を養います。

曜 日 英数2科
5教科

水・金
月・水・金

時 間 19:00～21：50

中１ 本科
英数２科 or ５教科 ５教科から自由選択 英語 算数・国語英数２科 or ５教科

中１～３

中学部 個別指導中学部 個別指導
（個別指導デュナミス）（個別指導デュナミス）

小５・６

小5・6 教科書英語

小1～6

小学部 個別指導
（のびのびじゃんぷ教室）

※表示価格は全て税込です。

集合授業 集合授業 個別指導 集合授業 個別指導

合格実績
公立高校  進学割合  過去１０年

※中学部本科コース卒塾生が進学した公立高校の割合
卒塾生の８割が上位高校へ進学！

彦根東・虎姫
49.9％米原・長浜北

32.1％

その他
１8.0％

授業内容

週１日の集合授業で英語を学習するコース
です。

トライメイトの｢教科書英語｣講座では、教
科書に準拠した内容で、小学校の英語学習
に沿う形で、英語力を強化していきます。

小学校で英語が教科化されました。これに
あわせ、中学校の新しい英語の教科書は、
小学英語の延長で作られています。そのた
め、小学英語で知識や理解が不足すると、
中学1年生の最初からつまずきます。

トライメイトでは、英語4技能の内、小学校
で不足しがちな｢書く英語｣｢読む英語｣を大
いに取り入れ、知識の定着や理解を促しま
す。中学での英語のテストは、大半が筆記
問題です。将来の中学英語を見据え、英語
をしっかりと書く力、読む力を身につけま
しょう。

曜 日 小５ 火曜日
小6 木曜日

時 間 17:00～17：45

教 科
（教科書準拠）
英語

授業内容
回数無制限の個別指導です。算数・国語から
選択できます。

無学年式の教材で、一人ひとりの学力に合
わせた学習を行います。教材は進級式で、
最初にスタート級判定テストを行い、現在
の学力を確認してから学習をはじめます。
授業は個別指導形式で、分からないところ
をその場で質問できます。授業料は定額
制で、何回学習しても同じ値段です。
進級式で、｢伸びた!｣が実感でき、子どもた
ちに｢勉強が楽しい!｣と大好評のコースで
す。早い内に勉強の楽しさを知り、学習習
慣を身につけましょう。

曜 日 火曜日～金曜日
時 間 17：00～17：45

18：00～18：45

教 科 算数・国語

授業内容

中1 本科コース中1 本科コース
英数２教科の選択で週２日、５教科の選択で
週３日の授業があるコースです。

英語・数学を手厚く、学校の先取学習をします。
英数に週２日をあて、基礎から応用・発展までこ
なし、学力を向上させます。中学生の土台とな
る中１内容の理解を磐石にし、将来の飛躍に備
えます。

曜 日 英数2科
5教科

火・木
火・木・金

時 間 英数
国理社

19：20～21：30
19：00～21：30

授業内容
月４回からの個別指導。５教科から自由に選
択し学習できるコースです。

曜 日 月曜日～金曜日

教 科 ５教科より選択

授業内容

中学入学準備講座中学入学準備講座
小学内容の総復習を行います。

新中１
現小６

２月
開講
２月
開講

英語 算数 国語 理科 社会
英語

小学校で習った英語を「英語の形・仕組み」
として文法的に解説します。

算数
国語

小学内容の重要部分を復習し、中学に向け
ての基礎固めをします。

理科
社会

中学校の「入学おめでとうテスト」に向けて、
暗記すべき内容を提示、確認します。

日程 ２/２5（土）・３/4（土）・３/１1（土）
時間 １5：0０～１7：2５
時間 無料

（テキスト代等全て無料です。）

時 間 1時限目 19：00～20：20
2時限目 20：30～21：50

中2 本科コース中2 本科コース

※英数は必修です。 国理社のみの受講はできません。

英数２教科の選択で週２日、５教科の選択で
週３日の授業があるコースです。

英語・数学を手厚く、学校の先取学習をしま
す。英数に週2日をあて、基礎から応用・発展ま
でこなし学力を向上させます。来年の受験を見
据え、教科書内容の深い理解を得るための学
習を行います。

曜 日 英数2科
5教科

水・金
月・水・金

時 間 英数
国理社

19：10～21：40
19：00～21：40

授業内容

※月に数日、休室日があります。

回数無制限です。下表のＡ～Ｈより選択ください。
時間

17:00～17:45
18:00～18:45

火
A
B

水
C
D

木
E
F

金
G
H

講師1名につき生徒3人までの個別指導で、
担当講師が丁寧に指導します。担任制で、
一人ひとりの目標や学力にあわせカリキュ
ラムを決定します。学年をさかのぼっての
復習も可能です。学校で分からなかったと
ころを、講師に質問しながらゆっくりと学習
できます。

授業料は授業回数で決まり、何教科でも同
じ授業料です。教科変更、授業日の変更、欠
席の振替、自習室の利用などにも別途費用
がかかりません。

新規入塾お祝いキャンペーン!

※諸経費、教材費は必要です。詳しくはお問い合せください。

授業料1ヶ月

QUOカードプレゼント!

無料
無料

入塾金特典1

特典2

特典3

2023年3月31日（金）までのご入塾で
通常11,000円の

入塾金が無料になります。

初月の授業料が
無料になります｡

（入塾後、QUOカード3,000円分を進呈します。）

※英数は必修です。 国理社のみの受講はできません。

※英数は必修です。 国理社のみの受講はできません。

授
業

料
金

長浜駅口

長浜郵便局前

御旅所
長
浜
駅

長浜赤十字病院

長浜
小学校

長浜西
中学校

大通寺公園
花玄

長浜郵便局 長浜北
小学校

長浜北
中学校〒

TEL0749-62-2600

本科（集合授業）コース・個別指導コース 小学部 中学部 高校部

月曜 　　　15:00～18:00  
火曜～土曜 10:00～18:00

窓口受付時間

（花玄様西）

〒526-0024 長浜市

三ツ矢元町 3-8

http://trymate.jp
トライメイト進学舎

新型
コロナウイルス等の

感染予防
対策

マスク着用・手洗いを
実施し、衛生管理を
徹底しております。

24時間換気システムと
定期的な窓の開放により、
常に換気を行って
おります。

ドアノブなどの頻繁に
人が接触する箇所を
定期的に消毒
しております。

・中学部個別指導コースは遠隔による
  授業の受講を選択できます。

・本科コース･個別指導
  コースとも､非常時には
  遠隔授業を行う場合が
  あります。

オンライン授業対応


