なかざわ・塾

中３夏秋期受験講習会

豊川校

志望校合格を目指して！ とことんやる気の講習会！差がつくのは今！！
なかざわ・塾では、夏休みからの大切な時期を、より実りあるものにするために、夏秋期受験講習会を実施いたします。中 1 から中 3 夏ま
での 5 教科をなかざわ・塾オリジナル講習会テキストを使って、個別の演習を中心に復習し、基礎学力定着を目指します。平成 29 年度入試
より入試制度が新しくなり、志望校合格のためには、今まで以上に試験当日の結果が重要となりました。真の実力を身につけ志望校合格を目
標に、夏からの入試対策として万全を期して頑張っていきましょう。
なかざわ・塾では、講師一同一丸となり、お子さま方の力となるよう、精一杯努力いたします。夏休みからが本当のスタートです。入試本
番に向けて、ともにがんばっていきましょう。

■講座内容
エブリデイ・グレイズ・セレクトの中学３年生は講習会に全員参加となります。志望校によって A コース（基本）／B コース（基
本＋発展）／C コース（基本＋発展＋応用）のいずれかを選択し、確認用紙にご記入後、ご提出お願いします。
◯ 講習会 A コース（基本）

夏期受験講習会（全１４回） ＋ 秋期受験講習会（全７回） ＋ 愛知全県模試

・中３夏休み前までの学習事項の復習や、入試対策、定期テスト対策指導を行います。

◯ 講習会 B コース（基本＋発展）

夏期受験講習会（全２０回） ＋ 秋期受験講習会（全１０回）＋ 愛知全県模試

・A コースの内容に加え、難関校合格を目標に多くの問題を解き、難易度の高い問題を数多く解き、難関校合格のための学力ア
ップを目指します。
※B コース受講には以下の受講条件が必要です。
主要５教科内申点の合計が１８以上で、時習館、豊橋東、豊丘、豊橋南、小坂井などの難関校志望者であること。
※内容の難易度が高いため、予習が必須です。

◯ 講習会 C コース（基本＋発展＋応用） 夏期受験講習会（全２０回） ＋ 秋期受験講習会（全１０回）＋ 愛知全県模試
・B コースの内容に加え、最難関校合格を目標に追加のテキストで応用力・対応力を鍛え、さらなる実力アップを目指します。
※最難関校を志望する生徒限定。受講するには選抜テストを受けて、合格する必要があります。
※内容の難易度が高いため、予習が必須です。

■受講料
コース

夏期受験講習会

秋期受験講習会

A コース

22,500 円+税

12,500 円+税

B コース

30,000 円+税

14,500 円+税

C コース

40,000 円+税

17,000 円+税

※愛知全県模試代が、コースによって 8 月分のお月謝と一緒に引き落し
となっていないコースの方は、受講料と合わせて集金となります。

★ともだち紹介キャンペーン！
★新規の方が講習会の受講で、
紹介者・紹介された方の両方に

\2,000 分の図書カード
をプレゼント！！

9 月までのスタートで・・・

入会金無料！！

または、
★新規の方が正規入会で、
紹介者・紹介された方の両方に

講習会参加特典！

\3,000 分の図書カード
をプレゼント！！

キャンペーン期間：8 月 30 日までの手続き
各校舎で紹介カードを Get して、先生に提出してください！
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① 【講習種別】 ※希望コースに◯をつけて下さい。

A コース（基本）

全２１回

夏期受験講習会（14 回） ２２，５００円＋税 ＋ 秋期受験講習会（7 回）

B コース（基本＋発展）

全３０回

夏期受験講習会（20 回） ３０，０００円＋税 ＋ 秋期受験講習会（10 回） １４，５００円＋税

C コース（基本+発展+応用）

全３０回

夏期受験講習会（20 回） ４０，０００円＋税 ＋ 秋期受験講習会（10 回） １７，０００円＋税

１２，５００円＋税

② 【志 望 校】
第１志望

高校

科

・

第２志望

【受講日】受講コースに応じて下記のカレンダーより受講希望日に

○

印をご記入ください。

中 3 夏期受験講習会

Ａコース１４回分

Ｂコース２０回分

7/29（月） 7/30（火） 7/31（水） 8/2（金）

8/5（月）

高校

科

Ｃコース２０回分

8/6（火）

8/7（水）

8/16（金）

13:00-14:30
14:40-16:10
8/19（月） 8/20（火） 8/21（水） 8/23（金） 8/24（土） 8/26（月） 8/27（火） 8/28 （水） 8/30（金）

愛知

13:00-14:30

全県模試

14:40-16:10

【愛知全県模試】8/24（土）
中 3 秋期受験講習会
9/16（月）

13:55～18：00

Ａコース７回分

Ｂコース１０回分

10/12（土） 10/14（月） 11/4（月）

Ｃコース１０回分

（記入例）

11/23（土）

7/26（金） 7/29（月）

13:00-14:30

13:00-14:30

14:40-16:10

14:40-16:10

16:20-17:50

◯
◯

※上記のように希望日程に
希望回数分◯をつけて下さい。
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が講習会実施日です。

※確認用紙をご記入ご提出後、夏期受験講習会分の振込用紙をお渡しいたします。郵便局で受講料をお振込み下さい。秋期受験講習会分の振込
用紙は９月になりましたらお渡しいたします。
※夏期受験講習会分の振込みが確認され次第、なかざわ・塾の印のある受講証をお渡しします。ご確認ください。
※お申し込みは６月より講習会直前まで随時受け付けております。
※部活動、家庭の用事等やむを得ずターム期間中に規定回数が取れない場合は確認用紙提出時にご連絡ください。
※振替完全対応！！急な欠席の場合でも、相談の上、全授業振替を行います。
※学校行事などによって日程を変更する場合がございます。ご了承ください。

なかざわ・塾

豊川校

・A コース（基本）

全２１回

・B コース（基本＋発展）

全３０回

・C コース（基本+発展+応用）

全３０回

中３生

夏秋期受験講習会受講証

領収印欄

中学校

３年

円

氏名

※受講証はなくさないよう、大切に保管してください。
※領収証の必要な方はお申し出ください。

・夏秋期受験講習会の愛知全県模試の判定結果は９月下旬に配布いたします。
・一回一回が非常に大切な授業です。お休み、遅刻等のないようご協力をお願いいたします。
・欠席の場合、振替授業を希望の場合には、必ず連絡をお願いいたします。
・なかざわ・塾の印なきものは無効です。ご確認をお願いいたします。

中 3 夏期受験講習会
7/29（月） 7/30（火） 7/31（水） 8/2（金）

8/5（月）

8/6（火）

8/7（水）

8/16（金）

13:00-14:30
14:40-16:10
8/19（月） 8/20（火） 8/21（水） 8/23（金） 8/24（土） 8/26（月） 8/27（火） 8/28 （水） 8/30（金）

愛知

13:00-14:30

全県模試

14:40-16:10

※全県模試：8/24（土）13:55～18:00

中 3 秋期受験講習会
9/16（月） 10/12（土） 10/14（月） 11/4（月） 11/23（土）
13:00-14:30
14:40-16:10
16:20-17:50

生徒名

