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◎各コースの日程・時間に関しましては、各校舎にお気軽にお問合せください。 

中学生・高校生用 3/29（火）スタート！

内部生申込締切日 ３/12土

期間：3月29日(火)～４月3日(日) 全６日間

 

2022

外部生申込締切日 ３/25金

※期間前からの受講スタートも可能です。
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。すましに定限数少を数者講受、にめたるす導指てっ持を任責」。でまるきで、でまるかわ「、１

。すまいなこおを」グンリセンウカ習学「、にめたるて立をンラプと標目な確明、２

。すまし成作を」ムラュキリカのつとひに人１「、にめたるす成達標目で離距短最、３

。すまいてしに切大を」ンョシーケニュミコのと庭家ご「、にめたくだたいてっ通てし心安、４

春は

の
会
習
講
訓
特
期
春

 

に、お任せください！

　ＮＥＷＳ個別進学指導教室では、１対１、または１対２の個別指導を厳格に守り、また定員を限定することで、 
生徒１人ひとりのご要望を具現化するための指導が行われています。 
　この春期講習会の位置づけは、今までの総復習＋これからの飛躍をテーマにして、学習していきます。今ま 
で習った内容について忘れている部分があるかと思います。そのため、これを定期的に復習する必要があります。 
特に新学期を迎えるにあたり各学年とも前学年の重要な単元を学習していきます。この春での取り組み、頑張り 
は今後の学力の差に直結します。春期講習会は新学年へ向けて、必要不可欠となる学習の場となるのです。 
　また、総復習が完了した後には、真の実力を身につけるため、応用問題にチャレンジします。その子に合わせた 
形でカリキュラムを進めてまいります。 
　受験生（新中３・新高３生）に関しては、特別カリキュラムにより受験に対応しうる実力を身につけられるよう 
になっております。 
　受験生のみならず、すべての生徒にとって重要となる春期講習会をＮＥＷＳ個別進学指導教室のスタッフと共 
に過ごせることを心待ちにしております。 

重要性 新学期、最高のスタートを切りたいキミに 
最高の指導を約束します！ 

 

※上記授業料の他、教材費を１科目につき1,000円（税込1,100円）を別途頂きます。
※外部生の方は講習会費の他に諸雑費教室利用費として2,000円（税込2,200円）が別途かかります。複数コース受講の場合も同額となります。 

対象：新中１生 新中１準備講座（全６日間） 
新中学１年生の皆様、中学校ってどんな勉強するのだろう？簡単なのかな？難しいのかな？など不安も多いかと思
います。その不安を解消するのが、ＮＥＷＳの新中１準備講座です。当然、中学校の勉強は、今までの小学校６年間
の勉強が土台となっているため、前半は復習、そして後半は、中学校の内容を先取りして学習し、４月からの中学
校での学習をスムーズに進められることを目的としたカリキュラム内容となっております。この春に中学校での学
習に不安がないようＮＥＷＳでしっかりとした学力を身につけていきましょう！

新中１ 

２科 
パック 

３科 
パック 

５科 
英・数・国 
理・社 

５７，６００円 （税込６３，３６０円）

８３，７００円 （税込９２，０７０円）

１３５，０００円 （税込１４８，５００円）

７５，６００円 （税込８３，１６０円）

１１０，７００円 （税込１２１，７７０円）

１８０，０００円 （税込１９８，０００円）（        ） 

どの教科も選択可能！ 

どの教科も選択可能！ 

１：２ 科目 対象 

対象 
新中１ 

科目 
１科    ３8，７００円  （税込４２，５７０円）

セレクトコース （英語・数学・国語・理科・社会の中で科目が選べます）

１：1 

１：1 

3月29日(火)～４月3日(日)　春期特訓講習会　



※上記授業料の他、教材費を１科目につき1,000円（税込1,100円）を別途頂きます。
※外部生の方は講習会費の他に諸雑費教室利用費として2,000円（税込2,200円）が別途かかります。複数コース受講の場合も同額となります。

６６，６００円 （税込７３，２６０円）

3月29日(火)～４月3日(日)　春期特訓講習会　
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本講座（全６日間） 対象：新中２・新中３ 

対象 
新中２生 
 新中3生 

科目 
１科 

１科 

 ３８，７００円  （税込４２，５７０円）

   ４０，５００円  （税込４４，５５０円）

対象：新高１～新高3

セレクトコース（英語・数学・国語・理科・社会の中で科目が選べます） 

セルフチョイス（全６日間） 

新中２ 

５７，６００円 （税込６３，３６０円） ７５，６００円 （税込８３，１６０円）

８３，７００円 （税込９２，０７０円） １１０，７００円 （税込１２１，７７０円）

１３５，０００円 （税込１４８，５００円） １８０，０００円 （税込１９８，０００円）

６１，２００円 （税込６７，３２０円） ７９，２００円 （税込８７，１２０円）

８９，１００円 （税込９８，０１０円） １１６，１００円 （税込１２７，７１０円）

１４４，０００円 （税込１５８，４００円） １８９，０００円 （税込２０７，９００円） 

 

 

 

２科パック 
どの教科も選択可能！ 

 

科目 対象 

新中３ 

どの教科も選択可能！

３科パック 
５科 

（英・数・国・理・社）

２科パック 
どの教科も選択可能！

どの教科も選択可能！

３科パック 
５科 

（英・数・国・理・社）

１：２ １：1 

１：1 

対象 

新高1・2

科目 
１科 

２科 

３科 

１：２ １：1 

新高3

４３，２００円 （税込４７，５２０円）

８４，６００円 （税込９３，０６０円）

１２４，２００円 （税込１３６，６２０円）

１２４，２００円 （税込１３６，６２０円）

１科 

２科 

３科 

設定無し

設定無し

設定無し

設定無し

８４，６００円 （税込９３，０６０円）

４３，２００円 （税込４７，５２０円）

９７，２００円 （税込１０６，９２０円）

春休みは、前学年までの総復習に取り組み、苦手を克服し、得意分野を伸ばして新学年の先取りもする絶好の機で
す。新中３生は入試に向けて大きく実力アップし、新中２生はこれから質・量ともにレベルアップする学習内容に備
え会ましょう。

新高校１年生のみなさん、高校ってどんな勉強すると思いますか？どの教科も中学校までの積み重ねの上に、更に難
しくなっていきます。高校の学習をスムーズにスタートするために、復習と予習をバランス良く取り入れたＮＥＷＳ
のカリキュラムで学習することが大切です。高校への不安は勉強への不安です。勉強で不安を持ったままでは良いス
タートが切れません。ＮＥＷＳの新高１準備講座で、その不安を解消していきましょう。ＮＥＷＳでしっかりとした
学力を身につけていきましょう！
新高校２・３年生のみなさんは「今の学力をもっと伸ばして新学年に弾みをつける」「今の学力を固めて、大学入試
に備える」「苦手なところを今のうちになんとかする」「高校で説明してもらえなかった、取り組めなかった単元を
カバーしたい」などの目標に向けて取り組んでいきましょう！
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兄弟割引制度

【お問い合せ】 
　　
　　
　

 

入会金全額割引制度

お申込方法

　＊振込口座は、ゆうちょ銀行以外の金融機関よりお振込を希望される方対象のものです。

（１）申込書を各校舎にご提出ください。 

　【内部生】3/12(土)までに校舎にご提出ください。【外部生】3/25(金)までに校舎にご提出ください。
（２）会費のお支払いをお願い致します。 
①内部生で、ゆうちょ銀行との手続きが完了している方 
　　　　　3/23(水)までに、校舎指定口座へご入金ください。（３/24(木)に自動引き落としとなります。) 
②内部生で、ゆうちょ銀行引落以外の方 
請求書とゆうちょ銀行･コンビニ支払用紙を郵送いたしますので、上記期日までに銀行でお振込いただくか、ゆうちょ銀行またはコンビニ
でお支払いください。ゆうちょ銀行・コンビニをご利用の方は、同封の用紙をご利用ください。銀行振込の方は下記にございます口座へお子
様のお名前でお振込ください。

③外部生の方 
請求書とゆうちょ銀行･コンビニ支払用紙を郵送いたしますので、請求書記載の期日までに、銀行でお振込いただくか、ゆうちょ銀行ま
たはコンビニでお支払いください。ゆうちょ銀行・コンビニをご利用の方は、同封の用紙をご利用ください。銀行振込の方は下記にございま
す口座へお子様のお名前でお振込ください。
注：明細書は郵送いたしません。校舎からの申込控えをご確認ください。また、お振込の控えが領収書となりますので、講習会終了まで紛失
されないようにお 願い致します。

（３）テキスト・時間割渡し 
事前にテキストをお渡し致します。内部生は平常授業の際、外部生はご連絡後校舎までお越しいただくかたちとなりますが、ご了承ください。 

埼玉りそな銀行 浦和中央支店 普通 5460819 （株）ニュース

 

春期特訓講習会　

浦和校　　

板橋校　　

大泉学園校

048-831-2223
03-5943-2918
03-5933-0801

14時～19時（日・祝除く）※土曜日のみ9時～17時

14時～20時（月・日・祝除く）※土曜日のみ12時～18時

14時～20時（月・日・祝除く）※土曜日のみ11時～18時

ご兄弟２人で同時受講すると、お２人それぞれの講習会費（授業料）を10％ずつ、３人の場合には20％ずつ
割引いたします。各校舎でご確認ください。※割引の上限は10,０00円（税込11,000円）となります。

春期特訓講習会と同時または受講後に通常コースにご入会頂きますと、
入会金　中・高生20,000円（税込22,000円）、小学生10,000円（税込11,000円）が
全額割引となります。※受講後の場合、４月中に通塾開始の方に限ります。

外部生の方は講習会費
の他に諸雑費教室利用
費として、2,000円
（税込2,200円）が
別途かかります。複数
コース受講の場合も同
額となります。



□入会金割引適用　　　□兄弟割引適用 
合計 
金額 

兄弟 
割引 

合計 
金額 

兄弟 
割引 - ＝ 

□校舎受付 
□時間割り 
□経理 

受付日：　　　月　　 日 
担当者： 

校舎名 

生徒名 
電話番号 

学年 

保護者名 印 

住所 

校 年 
フリガナ 

〒 
（外部生の方のみご記入ください）

新中 

ご希望のコースに 
○をつけてください 本講座対象：新中学３年生 

どの教科も選択可能！ 
２科パック 

６日間 

どの教科も選択可能！ 
３科パック 

６日間 

○ 

５科 
（英・数・国・理・社） 

６日間 

指導人数 会費 教材費 合計（会費＋教材費）

１科 
６日間 

セレクトコース 

選択科目 英・数・国・理・社 

対象：新中学３年生 

３ 

↓ ↓ 
ご希望の科目に 
○をつけてください 

英・数・国・理・社 

英・数・国・理・社 

英・数・国・理・社 

英・数・国・理・社 

希望科目 

【お客様控え】 

お振込金額 

円 

校舎☎： 担当： 

コース 科目 講師 金額 

2022 新中学３年生用 

指導人数 会費 教材費 合計（会費＋教材費）

女・
男

 

61,200円（税込69,320円）

79,200円（税込87,120円）

89,100円（税込98,010円）

116,100円（税込127,710円）

144,000円（税込158,400円）

189,000円（税込207,900円）

63,200円（税込69,520円）

81,200円（税込89,320円）

92,100円（税込101,310円）

119,100円（税込131,010円）

149,000円（税込163,900円）

194,000円（税込213,400円）

2,000円（税込2,200円）

2,000円（税込2,200円）

3,000円（税込3,300円）

3,000円（税込3,300円）

5,000円（税込5,500円）

5,000円（税込5,500円）

40,500円（税込44,550円） 1,000円（税込1,100円） 41,500円（税込45,650円）

１：２

１：１

１：２

１：１

１：２

１：１

１：１

※兄弟姉妹割引がございます。（2人同時受講の場合、会費を10％引き、3人同時受講の場合、会費が20％引きとなります。）割引の上限
　は10,000円（税込11,000円）となります。
※外部生は諸雑費2,000円（税込2,200円）が別途かかります。複数コース受講の場合も同額となります。



会費 教材費 合計（会費＋教材費）

 

どの教科も選択可能！

 ２科パック 
６日間 

○ 

 

どの教科も選択可能！
３科パック 

６日間 

５科 
（英・数・国・理・社） 

６日間 

校舎名 

生徒名 
電話番号 

学年 

保護者名 

住所 

校 年 
フリガナ 

〒 （外部生の方のみご記入下さい） 

新中学１・２年、高校生用 

ご希望のコースに 
○をつけてください 本講座対象：新中学１・２年生 

指導人数  

 

 

会費 教材費 合計（会費＋教材費）

選択科目 英・数・国・理・社 
38,700円（税込42,500円） 1,000円（税込1,100円）

会費 教材費 合計（会費＋教材費）
39,700円（税込43,600円）１科 ６日間 

 セレクトコース 対象：新中学１・２年生 

□入会金割引適用　　　□兄弟割引適用 
合計 
金額 

兄弟 
割引 

合計 
金額 

兄弟 
割引 - ＝ 

□校舎受付 
□時間割り 
□経理 

受付日：　　　月　　 日 
担当者： 

１科 ６日間 

対象：高校生 

選択科目 

新 

セルフチョイス 

↓ 
ご希望の科目に 
○をつけてください ↓ 

2022

印 

 

 英・数・国・理・社 

英・数・国・理・社

 

希望科目 

【お客様控え】 

コース 科目 講師 金額 お振込金額 

円 

校舎☎： 担当： 

女・
男

 

 英・数・国・理・社57,600円（税込63,360円）

75,600円（税込83,160円）

83,700円（税込92,070円）

110,700円（税込121,770円）

135,000円（税込148,500円）

180,000円（税込198,000円）

 英・数・国・理・社

 

 

２科 ６日間 

３科 ６日間 

１科 ６日間 
２科 ６日間 
３科 ６日間 

新高１
新高２

新高3

2,000円（税込2,200円）

2,000円（税込2,200円）

3,000円（税込3,300円）

3,000円（税込3,300円）

5,000円（税込5,500円）

5,000円（税込5,500円）

59,600円（税込65,560円）

77,600円（税込85,360円）

86,700円（税込95,370円）

113,700円（税込125,070円）

140,000円（税込154,000円）

185,000円（税込203,500円）

43,200円（税47,520円）

66,600円（税込73,260円）

84,600円（税込93,060円）

97,200円（税込106,920円）

124,200円（税込136,620円）

43,200円（税込47,520円）

84,600円（税込93,060円）

124,200円（税込136,620円）

1,000円（税込1,100円）

2,000円（税込2,200円）

2,000円（税込2,200円）

3,000円（税込3,300円）

3,000円（税込3,300円）

1,000円（税込1,100円）

2,000円（税込2,200円）

3,000円（税込3,300円）

44,200円（税込48,620円）

68,600円（税込75,460円）

86,600円（税込95,260円）

100,200円（税込110,220円）

127,200円（税込139,920円）

44,200円（税込48,620円）

86,600円（税込95,260円）

127,200円（税込139,920円）

※兄弟姉妹割引がございます。（2人同時受講の場合、会費を10％引き、3人同時受講の場合、会費が20％引きとなります。）割引の上限　は10,000円（税込11,000円）となります。
※外部生は諸雑費2,000円（税込2,200円）が別途かかります。複数コース受講の場合も同額となります。

１：２

１：１

１：２

１：１

１：２

１：１

１：１

１：２

１：１

１：２

１：１

１：１

１：１

１：１

指導人数

指導人数

１：１


