
◎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。

７/29（土）スタート！

中学生・高校生 対象

実感！ わかる楽しさ！ できるたのしさ！

お申し込み締切日
中3生【内部生】 その他学年【内部生】 【外部生】

6/29木 7/7 金 7/14金

① 責任を持って指導するために、受講者数を少数限定にします。
② 明確な目標とプランを立てるために、「学習カウンセリング」をおこないます。
③ 最短距離で目標達成するために、「１人ひとりのカリキュラム」を作成します。
④ 安心して通っていただくために、「ご家庭とのコミュニケーション」を大切にしております。
⑤ ニーズに合わせて、講師をご用意します。

夏は の夏期特訓講習会

2017
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【本講座】『受験必勝！高校受験マスターコース』のご案内

「夏を制する者が受験を制す！」は高校受験の鉄則です。ＮＥＷＳ個別恒例の夏の猛特訓で偏差値を飛躍的
に伸ばし、第一志望の高校合格を実現させる力をつけましょう！私立志望なら3科コース、公立志望なら4科
５科のコースがお勧めです。さらに後半日程の「選択講座」を合わせたセットで履修すると、力をつける意味
で大変効果的です。

・志望校に合わせた対策、弱点克服を実現したい人。
・前学期までに学校や塾で取り組んできた内容でわからないところがあった人。
・なんとなくわかった感じではあったが、ケアレスミスや間違いが多い人。
・なんとなく演習不足で点数や偏差値に結びつかない人。
・復習を徹底し、今の学力をさらに深いものにしたい人。
・復習＋先取りも行い、秋以降さらなる弾みをつけたい人。
・志望校のレベルに近づきたい人、そして志望校のレベルをもっと上げていきたい人。

「得意分野を伸ばしたい」「志望校の対策を徹底したい」「弱点・苦手をこの時期に何とか克服したい」「とにかく偏差値と志望校レベルを上
げたい」「付属の高校でも困らないようにしたい」・・・全ての要求にＮＥＷＳ個別教室は全力で応えます。

＜レベルの目安＞
■難関校合格を目指す！『夏の発展マスター』
偏差値６０以上の難関上位校志望で、復習から複合問題にも取り組み、今の段階から解ける入試問題にも実際にチャレンジします。入試問題に対する慣れや考え
方をこの時期に構築しましょう。

■一気に偏差値UＰだ！『夏の標準マスター』
これまでの総復習をして弱点を徹底的に克服し、ミスなく確実に解く訓練をいたします。先取り学習や発展問題にも取り組み、応用力を強化します。
この夏、一気に偏差値アップしましょう。

■基本をたたきこもう！『夏の基礎マスター』
学校の内容を中心に総合力アップを目指し、前学期までの内容を完全に理解できるようにすることが目的です。絶対に理解しておかなければならない重要ポイント
を中心に学習します。夏休み明けの自分の大きな飛躍のために、一緒に頑張りましょう。

　 　期間：７月29日(土)～８月11日(金) ※7月30日(日)・8月6日(日)はお休み の期間で１２日間
時間：各科目７０分授業

夏期特訓講習会

※本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
　１科目につき1,000円(税別)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（税別）が別途かかります。

対象：中3受験生

対象：中3受験生

※発展マスター・標準マスター・基礎マスター共、同料金となります。

【本講座】 スタンダード１：２

１２９，６００円（税別）

スタンダード１：１
私立合格一直線！　３科
3科目(英・数・国) １１９，０７０円（税別） １６３，８００円（税別）

１８７，２００円（税別）狙え！都立・公立高校合格　４科
4科目(英・数・国・理or社)

１６２，０００円（税別） ２３４，０００円（税別）狙え！都立・公立高校合格　５科
5科目(英・数・国・理・社)



期間：７月29日(土)～８月11日(金) ※7月30日(日)・8月6日(日)はお休み の期間で１２日間
時間：１科目７０分授業
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夏期特訓講習会

※本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
　１科目につき1,000円（税別）を別途頂きます。

対象：私・公立中３生・中３受験生

【本講座】 『１科限定』セレクトコースのご案内

もう一度、基本から復習したい。
とにかく必要最小限に絞って勉強がしたい。
基礎から応用までいろいろな問題の解き方をマスターし、得点アップにつなげたい。

自分で自由に科目・内容を選択できます。講師は「スタンダード１：１」となります。
希望のレベル（発展マスター、標準マスター、基礎マスター、私公立中高一貫生コース）で１科目選択できます。

【本講座】
セレクト
1科目

スタンダード１：１

６３，０００円（税別）

※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(税別）が別途かかります。

【本講座】苦手も不安も解消！『私・公立中高一貫生コース』のご案内

こうした私・公立中高一貫生におすすめです。

・前学期までに学校や塾で取り組んできた内容でわからないところがあった人。
・自分ではしっかりやっているつもりだが、ケアレスミスや間違いが多い人。
・演習不足で点数や偏差値に結びつかない人。
・復習を徹底し、今の学力をさらに深いものにしたい人。
・復習＋先取りも行い、秋以降さらなる弾みをつけたい人。
「得意分野を伸ばしたい」「弱点・苦手をこの時期に何とか克服したい」「付属の高校でも困らないようにしたい」・・・
全ての要求にＮＥＷＳ個別教室は全力で応えます。

対象
私・公立中３生

対象：中３受験生・私公立中３生

わかるまで、
できるまで !!

　 　

　 　期間：７月29日(土)～８月11日(金) ※7月30日(日)・8月6日(日)はお休み の期間で１２日間
時間：１科目７０分授業

１１９，０００円（税別） １６３，８００円（税別）

【本講座】 スタンダード１：２ スタンダード１：１

２科目(英・数) ８１，２００円（税別） １１７，６００円（税別）

３科目(英・数・国)
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夏期特訓講習会 対象：中３受験生

【選択講座】高校受験必勝！選択講座のご案内

本講座で学んだ内容、弱点克服をすべく取り組んだ内容・単元をさらに『選択講座』でより確実なものと
しましょう。
まだまだ苦手意識のある科目と単元を集中して徹底強化を図ることができる講座です。
選択講座は１講座から受講可能（※本講座を必ず受講ください。）ですが、『本講座１２日間＋選択講座
３講座』のセットで受講されますと割引価格が適用されます。本講座＋選択講座で確実に、しっかりと取
り組み、真の学力・受験で勝てる実力を身につけましょう！

※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（税別）が別途かかります。

対象：中３受験生

講座名 案内

A-1
ハイレベル英語
～英語総合～
A-2
スキルアップ英語
～長文読解～

A-3
フォローアップ英語

模試で高得点を獲得するためには総合的な英語力が必要です。この講座では入試や模試レベルの文法、長
文読解、適語補充などの問題をバランスよく扱うことで、総合的な英語力を養っていきます。
特に私立上位校を目指す生徒の皆さんに最適です。

入試や模試の英語は文章問題が中心です。この講座では、本講座で特訓した英文の正しい読み方を用い
て、実践形式の問題を演習するこど「得点力」をつけさせていきます。読めるだけでは、近年の入試、模試に
は対応できません。地域の模試の傾向に合わせた問題を使い、長文問題の特訓をおこないます。

B-1
ハイレベル数学
～関数・図形の完全攻略～
B-2　
スキルアップ数学
～模試数学の攻略～

B-3
フォローアップ数学

関数・図形の問題を攻略することは、志望校合格への第一歩であることは間違いありません。この講座は、
関数・図形の応用問題に重点を置き、様々なパターンの問題を繰り返し演習することにより、柔軟な思考
力・実践力を育てていきます。

模試で偏差値を獲得するためには、関数・図形はもちろん方程式など様々な単元の問題を攻略する必要が
あります。この講座では、計算問題以外で模試頻出の問題を数多く扱い、解法のテクニックを身につけてい
きます。

講座名 案内

夏期特訓講習会本講座で習得した知識をどのように活かしたらよいかに焦点を絞っていきます。また、そ
れを反復することで知識の定着を図ります。都立・公立高校入試および外部模試の文法問題で確実に得
点していきたい人には最適な講座です。

夏期特訓講習会本講座で習得した知識を、いろいろな角度から反復することで知識の定着を図ります。計算問題・
方程式の再 確認はもちろんのこと、あらゆる単元の基礎を反復練習により定着させていきます。入試や外部模試
で“実際に得点できる力” を養うことを目標とする講座です。



※8月20日(日)・２7日(日)はお休み
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夏期特訓講習会 対象：中３受験生

期間：８月１7日(木)～30日(水)　 　の期間で4日間
時間：各講座７０分授業　※１対２のみの設定。

＊選択講座の受講料には教材費を含んでおります。
＊本講座と合わせて選択講座を３講座以上受講された方は、１講座ごとに１，０００円（税別）割引となります。

【選択講座】
１講座 ２講座 ３講座

１２，０００円（税別） ２４，０００円（税別）３３，０００円（税別）

※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（税別）が別途かかります。

４講座 ５講座

４４，０００円（税別）５５，０００円（税別）

次のページは『本講座』と『選択講座』のセットコース（割引価格）のご案内となります。

講座名 案内

案内講座名

講座名 案内

C-1
ハイレベル国語
～文章読解～
C-2　
スキルアップ国語
～文章読解～
C-3
フォローアップ国語　
～作文・知識特訓～

夏期特訓講習会の本講座で身につけた読解力を活かして解ける問題を厳選しました。私立入試の国語の特
徴は難解語を含む論説文・複雑な比喩表現を含む小説文・問題形式の見分けが難しい選択問題・高度な表
現力が要求される記述問題などが多く出題されることです。問題演習を通じて、これらに対応できる実力の
養成を図ります。また、同時に古典も扱い、より総合的な対策をおこなうことができます 。

まず、現代文の攻略に不可欠な読解技術の定着を図ります。指示語・接続語・要旨の把握を中心に問題演習
をおこない、得点力を高めます。また、『古典』の時間を夏講本講座より多めに取り、古典の読み方から文章把
握の仕方まで基礎の徹底を意識した授業をおこないます。この夏こそ、古典の基本をしっかり学びましょう!

模試で点数を確保するためには知識問題、作文の攻略が必要不可欠です。この講座では地域の模試傾向に
即した知識問題をトレーニングすることで得点力アップを図ります。また、作文のルール・書き方から指導
し、模試で出題されるパターンを実践トレーニングしていきます。

D-1　
スキルアップ理科

D-2
フォローアップ理科

E-1　
スキルアップ社会

E-2　
フォローアップ社会

入試や模試で偏差値を伸ばしていくために攻略が必要な地理の統計・資料問題と歴史を重点的に扱います。こ
の講座では、問題へのアプローチの仕方から、レベルの高い実践問題演習まで数多くこなしていきます。単なる知
識の詰め込みでは なく、本講座で体得した知識を活用して解答を作成する力の育成に力点をおいていきます。

入試や模試で偏差値を伸ばしていくためには、苦手としている人が多い化学・物理分野の計算問題の克服
が必要となります。この講座では理科の入試や模試で正答率50%以下の問題を徹底的にトレーニングする
ことで得点力強化を図ります。

中1・2の範囲から、入試や模試で出題されやすい基本問題を学習していきます。この講座の特徴は、一度学習し
た問題とそれに似た問題を繰り返します。それにより学習内容の定着を目指し、この夏でしっかりとした土台を作
ります。特に、今まで通常の理科の授業を受講していなかった生徒の皆さんに最適です。

地理・歴史・公民(政治分野)の3分野で、入試や模試で出題されやすい基本問題を一問一答形式と実践問題形
式で学習していきます。地理・歴史だけでなく、公民(政治分野)も取り扱いますので、9月以降の模試対策だけで
なく、学校の定期試験 対策にもなります。
特に、今まで通常の社会の授業を受講していなかった生徒の皆さんに最適です。
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夏期特訓講習会 対象：中３受験生

難関校挑戦コース

〈公立高校受験校例〉
　浦和・一女・川越・川越女子・大宮・熊谷・熊谷女子・春日部・市立浦和・浦和西・蕨・所沢・不動岡・伊奈学園・越谷北・春日部女子
　大宮北・日比谷・西・戸山・駒場・青山・新宿・学芸大世田谷・横浜翠嵐・川和・神奈川総合・鶴見・市ケ尾　他
〈私立高校受験校例〉
　早稲田系・慶応系・立教新座・中大系・明治系・日大系・淑徳与野・栄東・城北埼玉・城西大川越・西武文理・獨協埼玉・春日部共栄
　星野女子・武南　他

高校入試の問題のレベルで「教科書レベル」という記載があります。一見「教
科書レベル」ということで「その程度か」と思うかもしれません。しかし、実際
の入試問題を見てください。そんなに易しい問題などほとんどありません。な
ぜなら、教科書の内容の応用がほとんどだからです。この入試問題に対応す
る力は、早い時期からやって初めて身に付くのです。そこで、この講座では、中
３の１学期までの知識で解ける入試問題を集め、入試に対応する力をつける
ことを第一に考えています。

【本講座】　 夏の発展マスター
【選択講座】(Ａ-１・Ｂ-１・Ｃ-１)

英語　実践　英語総合講座 　　
数学　関数・図形の完全攻略　（Ｂ-１）
国語　国語文章読解  上級編　

※各選択講座のご案内はP４～５をご確認下さい。

【選択講座】

【本講座】
本講座3科目(英・数・国)

選択講座3講座

スタンダード１：２

152,000円（税別）

195,000円（税別）

スタンダード１：１

196,800円（税別）

267,000円（税別）本講座5科目(英・数・国・理・社)
選択講座3講座

期間：【本講座】　７月29日(土)～８月11日(金)　　※7月30日(日)・8月6日(日)はお休み 　  の期間で１２日間
　　 【選択講座】８月１7日(木)～30日(水)　 　 ※8月20日(日)・２7日(日)はお休み 　の期間で４日間

　　 　  
　

時間：【本講座】各科目7０分授業　【選択講座】各講座７０分授業 

※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（税別）が別途かかります。 ※本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
　１科目につき1,000円(税別)を別途頂きます。

セットコース（『本講座』＋『選択講座』）のご案内

本講座と選択講座のお得なセットです。（選択講座のみの受講はできません。）
このコースを履修する特典として『講習会後の外部テスト1回無料』『選択講座１講座につき1000円
割引』がつきます。夏休みはとことん学習、その成果を無料で試してみることができる受験生必須のコ
ース群です。

３つのコースを
ご用意しました

①難関校挑戦コース
②100％マスターコース
③自由選択コース　

対象：中３受験生

（Ｃ-１）

（Ａ-１）



※8月20日(日)・２7日(日)はお休み

期間：【本講座】　７月29日(土)～８月11日(金) ※7月30日(日)・8月6日(日)はお休み

　　 【選択講座】８月１7日(木)～30日(水)　
　  
　
の期間で１２日間

の期間で４日間
時間：【本講座】各科目7０分授業　【選択講座】各講座７０分授業 

【本講座】
本講座3科目(英・数・国)

選択講座3講座

スタンダード１：２

152,000円（税別）

195,000円（税別）

スタンダード１：１

196,800円（税別）

267,000円（税別）本講座5科目(英・数・国・理・社)
選択講座3講座

【本講座】
本講座3科目(英・数・国)

選択講座3講座

スタンダード１：２

152,000円（税別）

195,000円（税別）

スタンダード１：１

196,800円（税別）

267,000円（税別）本講座5科目(英・数・国・理・社)
選択講座3講座

7

１００％マスターコース 【本講座】　 夏の基礎マスター
【選択講座】(Ａ-３・Ｂ-３・Ｃ-３)

「自分の弱点は？」と聞かれてはっきりと科目や単元について答えられますか？皆さんはこの講座
を受ける前に必ず本講座を受けています。その本講座を受ける中で、自然と自分の得意・不得意
単元がわかってくるはずです。その不得意単元の勉強が「なんとなくわかった」というレベルを
「１００％わかった」というレベルまで引き上げることを目的としています。本講座でやった内容を
完全にマスターできるように、どの単元も基本からもう一度徹底的にやり直します。

英語　フォローアップ英語　 （Ａ-３）
数学　フォローアップ数学　 （Ｂ-３）
国語　フォローアップ国語　 （Ｃ-３）

【選択講座】

※各選択講座のご案内はP4～5をご確認下さい。

夏期特訓講習会

※各コースの受講者は本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
１科目につき1,000円(税別)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（税別）が別途かかります。

自由選択コース

※選択講座３講座以上選択の場合は１講座につき１１，０００円（税別）となります。
※選択講座２講座以下の場合は１講座１２，０００円（税別）となります。

【選択講座】

【本講座】　 夏の標準マスター
【選択講座】 ３講座以上

P4～5にございます全１４講座の
選択講座から３講座以上選択

対象：中３受験生

※8月20日(日)・２7日(日)はお休み

期間：【本講座】　７月29日(土)～８月11日(金) ※7月30日(日)・8月6日(日)はお休み

　　 【選択講座】８月１7日(木)～30日(水)　
　  
　
の期間で１２日間

の期間で４日間
時間：【本講座】各科目7０分授業　【選択講座】各講座７０分授業 

～作文・知識特訓～



期間：７月29日(土)～８月11日(金) ※7月30日(日)・８月6日(日)はお休み　の期間で１２日間
時間：各科目7０分授業

8

夏期特訓講習会

※各コースの受講者は本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
１科目につき1,000円(税別)を別途頂きます。

対象：公立・私立中1生【本講座】夏の特訓マスターのご案内

中学生活、部活に慣れてきた今こそしっかりと学習するべき時です。
ここまでの学習内容＋小学時の学習内容復習をみっちりと行い、秋以降の学習内容も先回りして余裕のある学力つくり
を目指していきます。
復習中心の９日間、復習＋先取りの１２日間と必要に合わせての選択も可能になっています。

■レベルの目安
上位校入試を目指そう！『夏の発展マスター』：会場テスト偏差値５５以上・志望校が上位相当以上の方
総復習で弱点徹底克服！『夏の標準マスター』：会場テスト偏差値５５未満・中堅レベルの高校志望の方
基礎をしっかり固める！『夏の基礎マスター』：基本事項をしっかり身につけたいとお考えの方
苦手も不安も解消！『私公立中高一貫生コース』：私公立中高一貫校にお通いの方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※レベル選定でお困りの方はご相談下さい。

※発展マスター、標準マスター、基礎マスター、私公立中高一貫生コースとも、同料金となります。

※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（税別）が別途かかります。

対象：公立・私立中1・２生

対象：公立・私立中２生【本講座】夏の特訓マスターのご案内
中１後半から中２までの学習内容はどの科目も全て高校入試につながる大事な単元ばかりです。ここでつまずく人、わ
からなくなってくる人もたくさんいると思います。復習中心でしっかり取り戻して力をつける「基礎マスター」、復習＋応
用とミスを防ぐ学習で学力をしっかり伸ばす「標準マスター」、そして私立難関校・公立難関校入試を目指し応用・難問
に慣れていく「発展マスター」と必要に応じて選べるようになっています。

■レベルの目安
難関校突破を目指そう！『夏の発展マスター』：会場テスト偏差値５５以上・志望校が上位相当以上の方
総復習で弱点徹底克服！『夏の標準マスター』：会場テスト偏差値５５未満・中堅レベルの高校志望の方
基礎をしっかり固める！『夏の基礎マスター』：基本事項をしっかり身につけたいとお考えの方
苦手も不安も解消！『私公立中高一貫生コース』：私公立中高一貫校にお通いの方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※レベル選定でお困りの方はご相談下さい。

※発展マスター、標準マスター、基礎マスター、私公立中高一貫生コースとも、同料金となります。

【本講座】
2科目(英・数)　12日間

スタンダード１：２

７８，４００円（税別）

１０９，２００円（税別）

スタンダード１：１

１１３，４００円（税別）

１５７，５００円（税別）3科目(英・数・国)　12日間

【本講座】
2科目(英・数)　12日間

スタンダード１：２

７８，４００円（税別）

１０９，２００円（税別）

スタンダード１：１

１１３，４００円（税別）

１５７，５００円（税別）3科目(英・数・国)　12日間

期間：７月29日(土)～８月11日(金) ※7月30日(日)・８月6日(日)はお休み　の期間で１２日間
時間：各科目7０分授業
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夏期特訓講習会

※各コースの受講者は本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
１科目につき1,000円(税別)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（税別）が別途かかります。

対象：公立・私立中1・２生、高校生

【本講座】 １科限定セレクトコースのご案内

自分で自由に教科・内容を選択できます。講師は「スタンダード１：１」となります。
希望のレベル（ハイレベル特訓・ベーシックマスター）で１単元選択できます。

期間：
【中１生】 ７月29日(土)～８月11日(金)　※7月30日(日)・８月6日(日)はお休み 　の期間で１２日間
【中２生】 ７月29日(土)～８月11日(金)　※7月30日(日)・８月6日(日)はお休み 　の期間で１２日間
時間：１単元7０分授業

こういった方におすすめです。

①もう一度、基本から復習したい。
②とにかく必要最小限に絞って勉強がしたい。
③基礎から応用までいろいろな問題の解き方をマスターし、
　得点アップにつなげたい。

１人ひとりの目的、現状に合わせた指導をいたします。
この夏、一気に飛躍しましょう！

対象：公立・私立中1・２生

【本講座】 スタンダード１：１

【中1・２生】セレクトコース １２日間
1単元 ６０，９００円（税別）

【本講座】夏の特訓マスターコースのご案内 対象：高校生

期間：７月29日(土)～８月11日(金)　※7月30日(日)・８月6日(日)はお休み 　の期間で12日間

・志望校に合わせた対策、弱点克服を実現したい人。
・前学期までに学校や予備校や塾で取り組んできた内容でわからないところがあった人。
・なんとなくわかった感じではあったが、ケアレスミスや間違いが多い人。
・なんとなく演習不足で点数や偏差値に結びつかない人。
・復習を徹底し、今の学力をさらに深いものにしたい人。
・復習＋先取りも行い、秋以降さらなる弾みをつけたい人。
・志望校のレベルに近づきたい人、そして志望校のレベルをもっと上げていきたい人。

【本講座】
２科目・12日間

スタンダード１：２ スタンダード１：１

84,000円（税別） 119,000円（税別）

117,600円（税別） 165,900円（税別）

時間：１単元7０分授業

３科目・12日間



【本講座】セルフチョイスのご案内

自分で自由に教科・内容を選択できます。講師は「スタンダード１：１」となります。
希望のレベル（ハイレベル特訓・ベーシックマスター）で１単元選択できます。

【本講座】
セルフチョイス
1単元（９コマ）

スタンダード１：１

４７，３００円（税別）

期間：７月29日(土)～８月11日(金) ※7月30日(日)・8月6日(日)はお休み
　
の期間で１単元９コマ

時間：１単元7０分授業

こうした高校生におすすめです。
①苦手なところを今のうちに克服しておきたい。
②今の学力をもっと伸ばして夏以降の学習に弾みをつけたい。
③来たる大学入試に向けて、学力を向上させたい。
④高校で取り組めなかった単元をカバーしたい。

１人ひとりの目的、現状に合わせた指導をいたします。
この夏、一気に飛躍しましょう！

対象：高校生

選択可能単元
英語：長文読解・英文法
数学：数学Ａ・数学Ⅰ・数学Ｂ
　　　数学Ⅱ 
国語：現代文・古典 
理科：物理・化学・地学・生物 
社会：世界史・日本史・政治経済
　　　倫理

英検・漢検準備講座のご案内

４２０分集中講座

スタンダード１：2 スタンダード１：１

１９，６００円（税別） ２６，４００円（税別）

期間：７月29日(土)～８月11日(木)　※7月30日(日)・８月6日(日)はお休み 　の期間で6日間または12日間

　時間：４２０分集中講座・８４０分集中講座

対象：全学年

８４０分集中講座 ３９，２００円（税別） ５６，７００円（税別）

夏休みの期間に、英検・漢検に向けて準備を始めませんか？英検・漢検は、学年に応じた
英語や漢字の力を試せるだけでなく、３級以上の取得で入試の加点にもなります。中３の
秋までに英検３級以上、漢検３級以上の取得を目標に勉強することは、入試への自信につ
ながります。また高校生は２級以上の取得を目標にしましょう。まずは６日間でそれぞれの
力に合わせたカリキュラムで対策をし、講座終了後には、今後の勉強法なども指導してま
いります。

10

夏期特訓講習会

※各コースの受講者は本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
１科目につき1,000円(税別)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（税別）が別途かかります。

対象：全学年
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夏期特訓講習会

特典のご案内

 

次ページから申込書となります。右上に
対象学年を明記しておりますので、お申
込の際は御確認ください。

■該当ページと対象学年
 P13：中3受験生
 P14：中1・中2、私公立中高生

校舎連絡先一覧 

＊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。

校舎名
浦和校
板橋校
大泉学園校

電話番号
048-831-2223
03-5943-2918
03-5933-0801

校舎受付時間
14時～20時（土・日・祝除く）

14時～20時（月・日・祝除く）

14時～20時（月・日・祝除く）※土曜日のみ11時～18時

※土曜日のみ10時～18時

埼玉りそな銀行 浦和中央支店 普通 5460819 （株）ニュース

入会金特典

0円
夏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、
￥20,000（税別）
の入会金が全額割引となります。
※受講後の場合、８月及び９月中に通塾
開始の方に限ります。

セット特典

割引
P6とP7に記載のセットコースを受講する
と特典として『選択講座1講座につき
1,000円割引』が適用されます。

兄弟姉妹特典

割引
ご兄弟・姉妹で同時受講すると、お２人そ
れぞれの講習会費を10％ずつ、3人の場
合には20％ずつ割引いたします。
※割引の上限は10,000円（税別）となり
ます。

NEWS 進学指導教
室の夏期特訓講習会
では様々な特典をご
用意しております。
是非ともご利用くだ
さい。

お申込方法
（１）申込書を各校舎にご提出ください。 

　表紙に記載の期日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 
　　　　　　　7/13(木)までに、校舎指定口座へご入金ください。（7/14(金)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。 
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夏期特訓講習会 
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－      ＝

17夏期特訓講習会選択申込書【中３受験生】

校舎名 教室 学年 中学３年生

保護者名

住所電話番号

生徒名
フリガナ

（外部生の方のみご記入ください）
〒

印

講座 科目 講師 レベル 選択講座 金額 お振込金額

円

受付日：　　　月　　　 日
担当者：

□校舎受付
□時間割り
□経理

□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

※私公立中高一貫校の中３生、公立中1・2生、高校生の申込書は裏面にあります。

□【本講座】 受験必勝!高校受験マスターコース

Ａ－１　ハイレベル英語

Ａ－２　スキルアップ英語

Ａ－３　フォローアップ英語

Ｄ－１　スキルアップ理科

Ｄ－２　フォローアップ理科

Ｅ－１　スキルアップ社会

Ｅ－２　フォローアップ社会

Ｂ－１　ハイレベル数学

Ｂ－２　スキルアップ数学

Ｂ－３　フォローアップ数学

□  難関校挑戦コース

Ａ－１　Ｂ－１　Ｃ－１

□  100％マスターコース

Ａ－３　Ｂ－３　Ｃ－３

□  自由選択コース

□【本講座】セレクトコース
●本講座の方 英 数 国 理 社

※ご希望の科目に○をつけてください。

※ご希望の講座に○をつけてください。

●講師
夏の発展マスター
夏の基礎マスター
夏の標準マスター

スタンダード１：１

５科(英 数 国 理 社)

３科(英 数 国)

スタンダード１：１

スタンダード１：２

レベル

科目

講師

選択講座

本講座
夏の発展マスター

※４科目の受講をご希望の場合はご相談ください。

５科(英 数 国 理 社)

３科(英 数 国)

スタンダード１：１

スタンダード１：２

レベル

科目

講師

選択講座

本講座
夏の基礎マスター

※４科目の受講をご希望の場合はご相談ください。

５科(英 数 国 理 社)

３科(英 数 国)

スタンダード１：１

スタンダード１：２

レベル

科目

講師

選択講座

本講座

※４科目の受講をご希望の場合はご相談ください。

※下記の選択講座一覧より３講座以上をお選びください。

□【選択講座】

※兄弟割引がございます。※２人同時受講の場合、費用を１０％引き、３人同時受講の場合、費用を２０％引きとなります。上限は10,000円（税別）です。
※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円が別途かかります。

夏の標準マスター

■セットコース

●レベル
□夏の発展マスター
□夏の基礎マスター
□夏の標準マスター

●科目
□５科(英 数 国 理 社)
□４科(英 数 国 理or社)
□３科(英 数 国)

●講師
□スタンダード１：１
□スタンダード１：２

Ｃ－１　ハイレベル国語

Ｃ－２　スキルアップ国語

Ｃ－３　フォローアップ国語

□【英検・漢検準備講座】
４２０分集中講座

８４０分集中講座

スタンダード１：１ スタンダード１：２

スタンダード１：１ スタンダード１：２



－      ＝

講座 科目 講師 レベル 選択講座 金額 お振込金額

円

受付日：　　　月　　　 日
担当者：

□校舎受付
□時間割り
□経理

□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

※兄弟割引がございます。※２人同時受講の場合、費用を１０％引き、３人同時受講の場合、費用を２０％引きとなります。上限は10,000円（税別）です。
※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（税別）が別途かかります。

17夏期特訓講習会選択申込書【中1・2、私公立中高生】
校舎名 教室 学年 年生

保護者名

住所電話番号

生徒名
フリガナ

（外部生の方のみご記入ください）
〒

印

４２０分集中講座

８４０分集中講座

スタンダード１：１ スタンダード１：２

スタンダード１：１ スタンダード１：２

対象：全学年

英検・漢検準備講座

対象：私公立中高一貫校　中3生

【本講座】
私公立中高一貫生

コース

【本講座】
セレクトコース

学年 講座 科目 講師 レベル

英 数 国 理 社
※ご希望の科目に○を付けてください

スタンダード1:1

スタンダード1:2

スタンダード1:1私立
中３生

２科目（英・数）

３科目（英・数・国）

【本講座】
夏の特訓マスター

【本講座】
セレクトコース

学年 講座 科目 講師 レベル

２科目（英・数）

３科目（英・数・国）

英 数 国
理 社 ※ご希望の科

目に○を付け
てください

スタンダード1:1

スタンダード1:2

スタンダード1:1公立・私立
中1・2生

夏の発展マスター
夏の標準マスター
夏の基礎マスター
私立中高一貫生コース

ハイレベル特訓

ベーシックマスター

対象：公立・私立中1・2生
日数 

12日間

12日間

※ご希望の単元を記入してください

単元

セルフチョイス
コース

【本講座】
夏の特訓マスター

【本講座】

学年 講座 科目 講師 レベル

２科目（英・数）

３科目（英・数・国）

スタンダード1:1

スタンダード1:2

スタンダード1:1
高校生

ハイレベル特訓

ベーシックマスター

対象：私立高校生
日数 

12日間
ハイレベル特訓

ベーシックマスター

12日間
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