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〒277-0842
千葉県柏市末広町4-13 関口ビル３F
〒277-0842
千葉県柏市末広町5-16 エスパス柏2F

主催 0120-17-0509
イ ー ナ オ ー ゴ ー カ ク東葛飾中突破模試運営事務局

難関高校突破模試運営事務局

適性Ⅰ（45分） 国語・社会の知識を活用する問題
適性Ⅱ（45分） 算数・理科の知識を活用する問題

［小3・小４］ 12：5０～１4：40（12:30受付開始）
［小５・小6］ 15：50～17：40（15:30受付開始）

上記特設サイトからお申し込みください。
https://tokatsu-toppamosi.jp

お申し込み・詳細は特設サイトへ！24時間受付
東葛飾中突破模試6/23 締切

［ 中1～中3 ］　国語・数学・英語・理科・社会
［ 小５・小6 ］　国語・算数・理科・社会出題内容

時　間

会　場

出題内容

時　間
［ 小５・小6 ］　13：0０～１5：50
［ 中1～中3 ］　17：0０～21：15

https://tf-toppamosi.jp

お申し込み・詳細は特設サイトへ！24時間受付
難関高校突破模試7/1 締切

会 場 柏の葉カンファレンスセンター
柏市若柴178番地4 ホテル＆レジデンス棟2階

時 間

内容

会 場

内 容

時 間 小学生13：30～14：30　中学生15：00～16：00
保護者様対象
同日開催!

保護者様対象
同日開催!

教育講演会教育講演会

［小3・小4］13：00～14：20
［小５・小6］16：00～17：20

正
午

正
午

ただし満席となった場合は、締切日を待たず
に受付終了となります。お早めにお申し込み
ください。

ただし満席となった場合は、締切日を待たず
に受付終了となります。お早めにお申し込み
ください。

2021年高校入試概況・上位生の学習方法・入試と教科書改訂

上記特設サイトからお申し込みください。

中学受験情報
【東葛・船橋TOPPA館】柏校　【東葛進学プラザ】柏の葉キャンパス教室 /
我孫子教室/東松戸教室 /流山おおたかの森教室 /新鎌ヶ谷駅前教室 /
千葉NT中央駅前教室 /牧の原教室 /三郷中央駅前教室 /八潮教室

東葛・船橋TOPPA館柏校

7 4 日6 27日 無料招待無料招待

「東葛飾中学校」を
目指す小学生諸君！ 
さあ、チャレンジだ！

「県立TOP高」を
目指す中学生諸君！

自分の現在地を知ろう！
県立TOP高校を目指す東葛飾中学校を目指す

難関高校東葛飾中

小学5・6年生・中学1・2・3年生小学3・4・5・6年生

会　場
千葉県柏市若柴178番地4 ホテル＆レジデンス棟2階
柏の葉カンファレンスセンター 会　場

下記を参照。
東葛進学プラザ各教室

突破模試
難関高校

東葛飾中突破模試　難関高校突破模試チラシ　B4 4/4 表



県立TOP・私国立難関校専門コース 高校入試から始まる難関大現役合格
合格に必要な知識・理解・思考・実践の力を、通常授業か
ら養います。学習の質と量を確保し、最大の成果を得ら
れる取り組みをします。

中学校の学習内容は大学入試から見ると微々たるもの。TOP校
・難関私国立高校の合格を目指して取り組むことで、＋αの力を
得ることが出来ます。今から最終目標を見据えて取り組みます。

突破模試 
直前学習会

内容 難関高校突破模試を受験する
前に、間違えやすい単元の確認
や重要事項の復習を行います。

難関高校突破模試を受験する
前に、間違えやすい単元の確認
や重要事項の復習を行います。

日程 6/27日 対象 生徒 対象 親子7/11日
時間 10:00～ 12:30

対象
中１～中３

上位生向け定期テスト学習方法
講演会

内容

日程

11:00～ 12:00時間

無料 無料対象
小５～中２

東葛高 16名　船橋高 4名　小金高 7名　県立柏高 9名　薬園台高 1名
渋谷幕張高 １名　市川高 ４名　芝浦工大柏高 ２１名　専修大松戸 １４名２０２1年度合格実績

その他多数合格

小１

定員80名中
［受検者］819名 
［受検倍率］10.2倍

1校舎のみの実績東葛進学プラザ 柏本部校

1校舎のみの実績
2021年度
東葛飾中学校

合格実績 名
私国立中学校 合格実績

芝浦工業大学柏…8  江戸川学園取手…7  市川…2
東邦大付属東邦…3　渋谷教育学園幕張…1
昭和学院秀英…1　その他多数合格 ※テスト生・季節講習生は

　一切含みません。
17

同じ志望校を目指す仲間と切磋琢磨できる学習環境

公立中高一貫校対策の科目
専属スタッフによる専門指導

①専門知識を持つ指導者
月例添削テストの導入

（作文添削・適性検査添削）

②到達度チェック
年間カリキュラムに沿った
四谷大塚ＮＥＴ独自対策

③教材・カリキュラム

コース名 回数／週 指導科目
Ｊｒ．コース 週１回 算数・国語
平日コース 週２回 算数・国語・理科・社会
土曜コース 週１回 算数・国語・理科・社会
平日コース 週２回 適性検査対策（文系・理系）
土曜コース 週１回 適性検査対策（文系・理系）

小学
１年～6年 通常コース

東葛進学プラザ集団授業

小学
３年 土曜作文講座

小学
４～６年 日曜添削講座

小１～３

小４～５

小６

コース名 回数／週 指導科目
土曜作文講座 月１回 作文添削小１～３

小６～中３

年長～中３

プラザ個別指導学院

突破コース TOPPA館の過去問対策

コース名 回数／週 指導科目
日曜添削講座 月１回 適性・作文添削小４～６

小学生から高校生まで、苦手克服から受験対策まで、１人ひとりの目的に合わせたカリキュラムを実現可能です。

多彩なコース設定で、生徒の学力を最大限伸ばします。

自分に合わせてフリーチョイス！ 先生１人に生徒２人の
１：２完全個別指導

専用ホワイトボードを
使用した自分だけの授業

週１回・１教科から、
希望の時間に合わせた通塾が可能

公立上位高校合格を目指す

小１～高３

算数の土台となる思考力を育成します。 学校成績向上・第一志望校合格を目指します。

公立上位高校合格を目指すコースです。学校に対応した授業をします。

東葛飾中・私立中対策をします。
開設コースは教室により異なります。詳しくはHPをご覧く
ださい。フリーダイヤルからのお問合せも承っております。

答案を採点・添削し、１人
ひとり面談をしながら返却
します。TOPPA 館担当が
撮影した過去５年分の解説
授業も受けられます。合格
への最後の一歩を過去問対
策で登り切ります。

添削＋解説授業で得点力UP！

水 19:00~20:00 土 10:30~11:30
毎週水・土曜実施
開校説明会日程

柏市若柴１６４－４

開校説明会日程

❶ 9:00~10:00　❷11:00~12:00

毎週土曜実施

八潮市大瀬５３９－１ ご都合の良い日程をお選びください。

4/1

6/1

小６・中１ 突破コース 週１回 国数英　
中２・中３ 突破コース 週２回 ５教科　

中１ 習熟度向上講座 月１回 国数英　
中２ TOP選抜講座 月１回 数英　
中３ TOP選抜講座 月２回 ５教科　
中３ 県立対策講座 月２回 ５教科

総合講座

その他の講座
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0120-17-0509
■柏本部校　〒277-0842 千葉県柏市末広町4-13 関口ビル3F

信頼を実績に変えて

東葛進学プラザ

https://www.tksplaza.jp

東葛飾中突破模試　難関高校突破模試チラシ　B4 4/4 表

東葛飾中受検コース 東葛進学プラザ柏本部校の東葛飾中受検コースでは
四谷大塚NET独自の対策により、私立中合格と東葛飾中合格を
サポートしていきます。

柏校対象中1

▲

中3

東葛進学プラザ・プラザ個別指導学院対象年長
▲

高3

入退室管理システム
プッシュ
通知

生徒カードを
リーダーにかざす。

16：45
16：45

お子様の通塾の安全を考えて、入退室管
理システムを導入しています。また、緊
急時の連絡やイベントの出席確認などに
も活用しています。

小１

▲

小6

①県立TOP校・首都圏私国立難関校の合格へと導く

②高校入試をステップとし最難関大学への現役合格を実現する


