
小学生
2022年度  アルペ夏期講座のご案内②　0618版

　　アルぺ記述読解教室　単科講座のご案内

2022年の夏期講座のご案内です。

※少人数のクラス編成のため、満席になり次第締め切りとなります。申し込み状況によって、「満席締め切り」

になっている講座もございます。アルぺ事務局からの「確認メール」にてお席の確保、最終確定となります。ご

了承ください。お早めにお申込みください。

【三鷹教室開催】（教室授業）

K１　物語文の読解　正しい読み方編（初級）　　8月1日2日3日（80分×3回）

K２　物語文の読解・心情把握編（中級）　　　 ８月4日5日（120分×2回）

K３　説明文の読解・正しい読み方編（中級） 8月1日2日3日（80分×3回）

K４　論説文の読解・要旨読み取り編（上級） 8月1日2日3日（80分×3回）➡締め切り直前

K５　小説文の読解・記述問題編（上級） 8月17日18日19日（80分×3回）

K６　ハイレベル読解・実践練習編（受験） 8月24日25日26日（80分×3回）

K７　受験語句特訓・実践練習編（受験） 8月9日10日11日（80分×3回）

K８　読書感想文講座　3日間で完成！！（全学年）

　　8月1日2日3日（80分×3回）➡満席締め切り

K8②　8月9日10日11日（80分×3回）13：20-14：40　追加開催決定

K９　時事問題講座　ニュース作文を書こう！（中級上級）8月1日2日3日（80分×3回）

K10　プレゼン練習講座　スピーチの達人になろう！（全学年）

　　　　8月1日2日3日（80分×3回）➡満席締め切り

K10②　8月17日18日19日（80分×3回）13：20-14：40　追加開催決定
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K11　調べ学習講座　学ぼう！食糧問題（全学年）

　　　　8月4日5日（120分×2回）　➡満席締め切り

K11②　8月17日18日19日（80分×3回）14：50-16：10　追加開催決定

K12　新聞スクラップ講座　コンクールにチャレンジ！（全学年）

　　　　8月4日5日（120分×2回）➡満席締め切り

K12②　8月9日10日11日（80分×3回）11：20-12：40　追加開催決定

K13　都立武蔵中過去問講座　適性１（読解・作文） 8月9日10日11日（80分×3回）

K14　都立武蔵中過去問講座　適性２（資料問題） 8月9日10日11日（80分×3回）

K15　都立武蔵中過去問講座　適性３（理系） 8月9日10日11日（80分×3回）

S１　アドバンス算数（初級） 8月１日２日３日（80分×3回）

S２　アドバンス算数（中級） 8月１日２日３日（80分×3回）

S３　楽しい図形講座　平面図形編（中上級） 8月４日５日（１２０分×２回）

S４　内部進学６年生算数特訓講座（６年） 8月24日25日26日（80分×3回）

S５　受験計算特講（中上級） 7月28日29日30日（80分×3回）

S６　受験計算特講（上級） 8月9日10日11日（80分×3回）

【ZOOM開催講座】
Z１ 「ありがとう作文」を書こう！　　　　　 7月28日29日30日（80分×3回）

Z２　楽しい表現特訓　初めての作文　　　　7月9日16日（80分×2回）

Z３　5年生読解ベーシック　　　　　　　 7月9日16日（80分×2回）

Z４　受験過去問読解　　　　　　　　　　　　　　　　　　7月9日16日（80分×2回）
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Z５　受験過去問国語特講　「鷗友学園」　　 8月10日11日20日（80分×3回）

Z６　受験過去問国語特講　「学習院女子」　8月10日11日20日（80分×3回）

Z７　受験過去問国語特講　「吉祥女子」　　 8月10日11日20日（80分×3回）

Z８　受験過去問国語特講　「桐朋」　　 8月10日11日20日（80分×3回）

Z９　受験過去問国語特講　「渋渋」　8月10日11日20日（80分×3回）

Z１０　受験過去問国語特講　「明大明治」　　 8月10日11日20日（80分×3回）

Z１１　受験過去問個別対策　                      （個別に日程設定）

◎講座案内◎

K１　物語文の読解　正しい読み方編（初級）
8月1日（月）2日（火）3日（水）　10：00-11：20　（80分×3回）

対象レベル：小学校２年生　　受講料13,200円　外部生15,120円

国語の文章は「なんとなく」読んではいけません。高学年で国語が苦手なお子さんは「なんとなく」読むクセに

よって、結果的に伸び悩みます。文章を読む時は、「話の筋を追うこと」「大事なポイントを逃さずに読むこと」

が大切です。低学年のうちに身につけたい文章の読み方を丁寧に指導します。2年生応用レベルの題材を扱

います。（2年生以外も参加可能）

K2　物語文の読解・心情把握編（中級）
８月４日（木）5日（金）　10：00-12：00　（120分×2回）
対象レベル：小学4年生　受講料13,200円　外部生15,120円

中学入試で必ず出題される「小説文」「物語文」「随筆文」「エッセイ」。

いずれも「心情把握」の力が試されています。この心情把握の問題は対策がとても難しいのです。その理由

は、

● 「◯◯と思った」と直接的な表現ではなく、間接的な表現を読み取る必要がある

● どうしても自分の主観を入れてしまい「自分ならこう思う」で解いてしまう
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● 状況がイマイチ分からず、登場人物がどういう気持ちか想像がつかない

やみくもに練習しても読解力は上がりません。

心情把握の「語彙」を増やすこと、読み取ったものを正確に記述する力をつけることを目的として取り組みま

す。（4年生以外も参加可能）

K３　説明文の読解・正しい読み方編（中級）
8月1日（月）2日（火）3日（水）　　13：20-14：40　（80分×3回）

対象レベル：小学3・4年生　受講料13,200円　外部生15,120円

説明文は、「なんとなく」読むクセをつけると、直すのが大変です。正しく「話の筋を追うこと」「大事なポイントを

逃さずに読むこと」ができるようにしましょう。この講座では、4年生までに身につけたい文章の正しい読み方を

指導します。特に、「接続詞」「指示語」と「筆者の主張の読み取り」を学びます。

K４　論説文の読解・要旨読み取り編（上級）
8月1日（月）2日（火）3日（水）　14：50-16：10　（80分×3回）　➡満席締め切り

対象レベル：小学5・6年生　　受講料13,200円　外部生15,120円

論説文は、苦手とするお子さんが最も多い分野の文章です。背景知識がないと、理解するのが難しい題材も

あります。正確に「話の筋を追うこと」「大事なポイントをおさえること」が大切です。この講座では、4年生のうち

に身につけたい論説文の読み方を指導します。特に、「接続詞」「指示語」と「具体例と筆者の主張」「要約」を

学びます。夏休みに、少し難しい文章にもチャレンジしてみましょう！

K５　小説文の読解・記述問題編（上級）
8月17日（水）18日（木）19日（金）　　14：50-16：10　（80分×3回）

対象レベル：小学5・6年生　受講料13,200円　外部生15,120円

中学受験を目指すお子さんのための、小説対策の講座です。重松清作品や森絵都作品などの入試頻

出題材を扱います。記述形式の解答トレーニングをし、記述力向上が目標です。
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K６　ハイレベル読解・実践練習編（受験）
8月24日（水）25日（木）26日（金）　　14：50-16：10　（80分×3回）

対象レベル：受験6年生　受講料13,200円　外部生15,120円

受験6年生対象のハイレベルな読解練習を行います。麻布中・豊島岡中レベルの過去問を扱い、設問

に対する処理能力を高める練習をします。

K７　受験語句特訓・実践練習編（受験）
8月9日（火）10日（水）11日（木）　　14：50-16：10（80分×3回）　

対象レベル：受験5・6年生　受講料13,200円　外部生15,120円

中学受験で必要なレベルの「慣用句」「ことわざ」「故事成語」「重要語」「敬語」「同音異義語」「類義語対義語」

を習得するトレーニング講座です。時間を確保して夏休みにじっくり取り組むことで、大きな成果になるはずで

す。得点源にしましょう。受験勉強全体では、あまり時間を割くことができない、これらの分野の習得方法のア

ドバイスも行います。

K８　読書感想文講座　3日間で完成！！（全学年）

8月1日（月）2日（火）3日（水）　11：30-12：50　　（80分×3回） ➡満席締め切り

対象レベル：全学年　　受講料13,200円　外部生15,120円

●読書感想文の書き方を指導したあと、実際の感想文を完成させるまでの集中講座です。

●学校の夏休みの課題対策に効果的です。

●読書感想文コンクールの応募を目指すお子さんにもオススメです。

●感想文の他、意見文や体験文を仕上げたいお子さんの指導も行います。事前にご相談ください。

＜講座の流れ＞

・講座初日までに、自分の選んだ本をしっかり読んで参加していただきます。

（事前に題材のご連絡をいただきます。）

・授業では読んだ本に関する「内容の書き出し」や「イメージ画を描く」ところからスタート。丁寧にアドバイスし

ます。作文は一人ずつ添削指導して完成させます。
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K９　時事問題講座　ニュース作文を書こう（中級上級）
8月1日（月）2日（火）3日（水）　13：20-14：40　（80分×3回）　

対象レベル：小学3～6年生　　受講料13,200円　外部生15,120円

「新聞を読む　➡　要約する　➡　自分の意見を書く」の手順で、ニュース作文に取り組みます。通常生は、こ

れまでに取り組んできたニュースレポートのまとめ方のレベルアップが目標です。初めての方は、新聞の読み

方、意見のまとめ方を学ぶ機会になります。夏休みの自由研究にも活用できます。2022年前期の時事問題を

扱います。

K１０　プレゼン練習講座　スピーチの達人になろう！
8月1日（月）2日（火）3日（水）　10：00-11：20　（80分×3回）　➡満席締め切り

対象レベル：全学年（グループ分けあり）　　受講料13,200円　外部生15,120円

アルペでは、毎年「プレゼンコンテスト」を開催しています。2022年9月から、次の大会に向けてのエントリーが

始まります。この講座は、人前で自分の意見を堂々と発表する力、わかりやすく伝える力を鍛える実践編講座

です。一日目は、いくつかの社会問題の中から、自分のプレゼンテーマを選び深めます。2日目は、、それに

ついて資料を作ります。3日目は、発表原稿を作成し、みんなの前で発表します。（PPTを使用予定です。）動

画を撮影し、保護者の方にもご覧いただきます。実践力を身につけましょう！

K１１　調べ学習講座　学ぼう！食糧問題
※ZOOMでの参加も可能です

８月４日（木）5日（金）　10：00-12：00　（120分×2回）
対象レベル：全学年（グループ分けあり）　受講料13,200円　外部生15,120円

夏休みの自由研究・自主学習にお勧めの講座です。自分の力で調べてまとめる学習です。今回学ぶのは、

「食料問題」です。食品ロス、代替肉、物価上昇、昆虫食などの中から、自分で深める分野を調べていきます。

PCやiPadの持参ができる場合は、持ち込み可です。（もちろんアルペでも準備して調べるサポートを行いま

す。）オリジナルのノートを作りましょう。

「調べ学習コンクール」へのチャレンジもお勧めです！

※8月20日（土）午後に、個別のオンラインでのアドバイスタイムを設けます。作品の経過を見て個々に完成へ

のアドバイスをします。
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K１２　新聞スクラップ講座　コンクールにチャレンジ！（全学年）
8月４日（木）５日（金）　12：30-14：30　（120分×2回）　➡満席締め切り

対象レベル：全学年　　受講料13,200円　外部生15,120円　

※アルペでは、５年連続、朝日小学生新聞主催の「スクラップ学習コンクール」で入賞者が出ました。東京新

聞「新聞切り抜きコンクール」でも優秀賞を獲得しています。今年も、学校の自由研究に加えて、コンクールへ

の応募を応援します！

こんなお子さんにおすすめです

● 新聞やニュースなどに幅広く関心を持ちたい！

● 調べたことをまとめる力をつけたい！

● プレゼン能力を磨きたい！

● 学校の自由研究を進めたい！

　「時事問題＝暗記問題」ではない。思考力をつけよう。

　少し前までは「時事問題＝社会（科）の暗記問題」というイメージでした。しかし現在の入試では様々な角度

から時事問題が出題されています。それも、表面的な知識にとどまらず、その問題の背景まで迫る問題も少

なくありません。教科という枠にとらわれず、総合的な思考力を養う上で、新聞（ニュース）はとても良い題材で

す。

　なぜ新聞を読み始めると成績が上がるのか

　政治や経済、科学技術などのニュースの中で「これ勉強したことがある！」と身近に感じたり、「なにが問題

なの？」と疑問に感じたりすることで知的関心を高まります。モチベーションも上がり意欲的に学習できれば、

確実に成績が伸びていきます。

　

＜講座の流れ＞

●自分が興味のある記事を選ぶ

「好きな記事を選んで」と言われても、はじめのうちは難しいものです。自分が知っていると思っていても、記事

を読んでみるとよくわからないということはよくあります。このような経験をしながら、経験値を上げていきま

す。

●記事の内容を自分の言葉でまとめてみる

１つの記事を取り上げて、その要約と背景知識、自分の意見を合わせて200字でまとめます。初めのうちは、

記事をそのまま写すことが多いのですが、やはり経験値を積むことで「自分の言葉で説明する」という感覚が
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できてきます。

●自分だけのスクラップノートを作る！

この講座をきっかけとして、新聞を読んで、記事をストックする習慣をつけてほしいと思います。今後の勉強の

きっかけにもなりますし、夏休みの自由研究にもなります。

●みんなの前で発表する！　友達の発表を意思を持って聞く！

目まぐるしく変わる世界情勢に対して、小学生のうちから興味・関心を持つことはとても重要です。子どもなら

ではの視点から社会問題を見つめ、その感性を養うことは、その後の勉強に大きなメリットをもたらします。ぜ

ひ、ご参加ください！

※8月20日（土）午後に、個別のオンラインでのアドバイスタイムを設けます。作品の経過を見て個々に完成へ

のアドバイスをします。

K１３　都立武蔵中過去問講座　適性１（読解・作文）
8月9日（火）10日（水）11日（木）　13：30-14：50（80分×3回）

対象レベル：受験６年生　　受講料13,200円　外部生15,120円

授業は、お子さんの学力状況に応じて、2つのレベルにわけて指導します。

【基礎レベル】で扱う題材は、入試実践レベルよりもやさしめで、はじめて適性検査の作文を学んでいくお子さ

んにも取り組みやすい身近な題材を扱います。例えば、原稿用紙の使い方、正しい段落の構成のやり方、筆

者の主張の見つけ方と要約のノウハウを教えます。

【実践レベル】では、都立武蔵中の過去問を題材にします。限られた時間の中で文章を精読し、きちんと要約

し、趣旨をつかみ、作文を書いていくという実践的なハイレベルな講座です。解答はその場でひとりずつ、添

削指導を行います。とくに受験生がもっとも苦手とする意見作文ですが、パターンを理解することが大切です。

①何段落で書くか

②段落ごとの中身は何を書くか（意見・具体例・まとめの配分）

③出題文の引用はどのくらい入れるか

入試を意識した指導を受けることで、得点率はかなり上がります。これまで自己流だった文章読解や作文の

書き方が、入試で点数をとれる正しい方法に変わります。きっと２学期からの取り組み方も変わり成果がでる

はずです。

5年生でも参加できます。ご希望の場合はお問い合わせください。
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K１４　都立武蔵中過去問講座　適性２（資料問題）
8月9日（火）10日（水）11日（木）　15：00-16：20（80分×3回）

対象レベル：受験６年生　　受講料13,200円　外部生15,120円

「資料問題」は、

　①表やグラフから適切なデータを読み取る　

　②正しい式を立て計算を行い割合を求める　

　③自分の言葉で無駄なく論理的に説明する

という流れです。過去問を丁寧に解説します。

K１５　都立武蔵中過去問講座　適性３（理系）
8月9日（火）10日（水）11日（木）　16：30-17：50（80分×3回）

対象レベル：受験６年生　　受講料13,200円　外部生15,120円

K１３K１４K１５の講座について
都立武蔵中にむけて勉強を積み重ねてきた6年生対象の実践講座です。本気で合格を目指すみなさん。夏の

時点で、実践力がどのくらい身についているか力試しをしましょう。この講座受講者には、後期以降の弱点克

服の仕方を個別にアドバイスします。授業では、過去問と類題を使って、力を試します。講座終了後には、保

護者の方に、お子さんの学力状況のフィードバックを行います。

S１　アドバンス算数（初級）
8月1日（月）2日（火）3日（水）　11：30-12：50　（80分×3回）

対象レベル：1・2年生（グループ分けあり）　　受講料13,200円　外部生15,120円

四谷大塚予習シリーズテキストレベルの発展した算数を学ぶ講座です。

プリントに加えて、思考力を養う図形のパズルも取り入れながら、楽しく学力向上に努めます。

S２　アドバンス算数（中級）
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8月1日（月）2日（火）3日（水）　14：50-16：10　（80分×3回）

対象レベル：3・4年生（グループ分けあり）　　受講料13,200円　外部生15,120円

四谷大塚予習シリーズテキストの発展した算数を学ぶ講座です。（中学受験準備レベル）

プリントに加えて、中学年に身につけたい思考力を養う図形問題も取り入れながら、楽しく学びます。

S３　楽しい図形講座　平面図形編（中上級）
8月４日（木）５日（金）　12：30-14：30　（120分×2回）

対象レベル：3～6年生（グループ分けあり）　　受講料13,200円　外部生15,120円

レベルＡ：頭をやわらかくして、楽しく算数を学びましょう！この講座は、苦手なお子さんが多い、図形を楽しく

学ぶことを目的とした講座です。【平面図形】を取り上げます。お子さんたちが大好きな「マッチ棒問題３０題」

や「平面図形パズル３０題」にチャレンジします！基本的な問題レベルからスタートしますが、夏休みだからこ

そ、レベルアップした問題も多数ご用意しています。　もともと算数が得意なお子さま、受験算数の対策のため

に、楽しく図形知識を習得したいお子さまにもお勧めです。

レベルＢ：中学受験の算数から「図形」分野を強化します。基本事項の確認から、補助線の入れ方・応用・発

展問題まで、レベル別にチャレンジします。算数の学力の充実にお勧めの講座です。

S４　内部進学６年生算数特訓講座（６年）
8月24日（水）25日（木）26日（金）　１３：２０－１４：４０　（80分×３回）

対象レベル：６年生私立中内部進学生　　受講料13,200円　外部生15,120円

内部進学の私立小６年生対象の算数講座です。中学受験を控えていなくても、算数の実力をつけておかなく

てはなりません。この講座では、中学以降の学びを考慮したうえで、「割合」「整数問題」「平面図形」を学びま

す。中学受験中級レベル以上の問題を扱います。中学生に向けて、算数の進学準備を万全にしましょう。（☆

教科書レベルの問題は扱いません。基礎のトレーニングをご希望の場合は。別の講座をご活用ください。）

S５　受験計算特講（中上級）
７月２８日（木）２９日（金）　１４：３０－１５：５０

７月３０日（土）　１６：００－１７：２０　（80分×３回）

対象レベル：4～6年生　　受講料13,200円　外部生15,120円
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中学受験の算数で欠かせないのは、正確な計算力。この講座では、速く正確に解くトレーニングを行います。

該当学年に応じた中学受験レベルの計算を扱います。

S６　受験計算特講（上級）
８月９日（火）10日（水）11日（木）　１３：２０－１４：４０　（80分×３回）

対象レベル：５・６年生　　受講料13,200円　外部生15,120円

中学受験の算数で欠かせないのは、正確な計算力。この講座では、速く正確に解くトレーニングを行います。

該当学年に応じた中学受験レベルの計算を扱います。

Z1 「ありがとう作文」を書こう！　コンクールに挑戦しよう！

７月２８日（木）２９日（金）30日（土）　１６：００－１７：２０　（80分×３回）

対象レベル：4～6年生　　受講料13,200円　外部生15,120円

https://sinanengroup.co.jp/sakubun/

「いつもありがとう」作文コンクールに応募する作文を書く講座です。

題材選びから、エピソードの入れ方を3日間の講座の中で指導し、作文を書き上げます。

講座終了後も、清書しまで指導します。

募集テーマ

いつもお世話になっている家族に対し、普段言葉ではなかなか言えない感謝の気持ちを作文に書いて応募してください。　例）

「お母さんありがとう」「大好きなお父さんへ」「私のお兄ちゃん」・・・など

主催：シナネンホールディングスグループ/朝日学生新聞社

後援：文部科学省、朝日新聞社

※詳しくは、コンクールホームページをご覧ください。

アルペでは、毎年チャレンジしており、アルペ生から優秀作品にも選ばれています。

Z2　楽しい表現特訓　初めての作文　
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7月９日（土）16日（土）　16：00-17：20　（80分×２回）

対象：1～4年生　受講料8,800円　外部生11,000円

　●人気No.1の講座です。

　●  国語が苦手なお子さん、作文を書くのが苦手なお子さんにオススメです！

　● 将来の中学受験のための基礎づくりに効果的です！

国語が苦手なお子さんの共通点は、語彙力が不足していること。この状態では、

文章の意味も分かりませんし、作文もひらがなの多い、幼い文章になってしまいます。

＜講座の流れ＞

「言葉のカード」楽しみながら四字熟語や慣用句、ことわざを学びます。

「短文作り」や「連想ゲーム」で文章をつなげ、少しずつ長い文章を書く練習をします。

低学年から参加することができます。※本講座では200字～300字程度の作文練習を想定しています。

Z3　5年生読解ベーシック　
7月９日（土）16日（土）　17：30-18：50　（80分×2回）

対象：５年生　受講料8,800円　外部生11,000円

5年生レベルの標準レベルの問題を扱います。受験勉強を始めたものの、読解が苦手で苦労している方にお

勧めの少数精鋭講座です。楽しく参加していただける授業です。高学年の方にお勧めですが、5年生に限りま

せん。読解のための背景知識を深め、文章を精読する練習を行います。

Z4　受験過去問読解　

7月9日（土）16日（土）　19：00-20：20（80分×2回）
対象：６年生　受講料13,200円　外部生14,520円

※定員４人の特別講座です。事前に問題を解いて提出後、添削した答案を返却してから、授業で解説

を行います。

　中学受験生対象の講座です。中学受験入試問題を題材に、読解練習・記述練習を行います。

受験校の過去問実践に入る前に、こちらの講座の受講をお勧めします。
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Z５　受験過去問国語特講　「鷗友学園」　
8月10日11日20日　19：20-20：40（80分×3回）

受講費19,800円　個別添削付き25,200円　6年受験生対象

※事前に問題を解いて提出後、添削した答案を返却してから、授業で解説を行います。

中学受験生対象の講座です。鷗友学園中の入試問題を題材に、読解・記述練習・解答作成練習を行います。

鷗友学園中に特化した講座です。 丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、添削指導

と、書き直し指導をします。実践力が付く講座です。

Z６　受験過去問国語特講　「学習院女子」
8月10日11日20日　16：00-17：20（（80分×3回）

受講費19,800円　個別添削付き25,200円　6年受験生対象
※事前に問題を解いて提出後、添削した答案を返却してから、授業で解説を行います。

中学受験生対象の講座です。学習院女子中の入試問題を題材に、読解・記述練習・解答作成練習を行いま

す。学習院女子中に特化した講座です。 丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、添削

指導と、書き直し指導をします。実践力が付く講座です。

Z７　受験過去問国語特講　「吉祥女子」　
8月10日11日20日　17：40-19：00（80分×3回）

受講費19,800円　個別添削付き25,200円　6年受験生対象

※事前に問題を解いて提出後、添削した答案を返却してから、授業で解説を行います。

中学受験生対象の講座です。吉祥女子中の入試問題を題材に、読解・記述練習・解答作成練習を行います。

吉祥女子中に特化した講座です。 丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、添削指導

と、書き直し指導をします。実践力が付く講座です。
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Z８　受験過去問国語特講　「桐朋」　
8月10日11日20日　（80分×3回）

※時間については、お申し込みいただいた後、8月10日11日20日の日程で調整いたします。こち

らの講座をご希望の場合には、ご連絡ください。

受講費19,800円　個別添削付き25,200円　6年受験生対象

※事前に問題を解いて提出後、添削した答案を返却してから、授業で解説を行います。

中学受験生対象の講座です。桐朋中の入試問題を題材に、読解・記述練習・解答作成練習を行います。桐朋

中に特化した講座です。 丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、添削指導と、書き直

し指導をします。実践力が付く講座です。

Z９　受験過去問国語特講　「渋渋」
8月10日11日20日　（80分×3回）

※時間については、お申し込みいただいた後、8月10日11日20日の日程で調整いたします。こち

らの講座をご希望の場合には、ご連絡ください。

受講費19,800円　個別添削付き25,200円　6年受験生対象
※事前に問題を解いて提出後、添削した答案を返却してから、授業で解説を行います。

中学受験生対象の講座です。渋渋中の入試問題を題材に、読解・記述練習・解答作成練習を行います。渋渋

中に特化した講座です。丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、添削指導と、書き直

し指導をします。実践力が付く講座です。

Z１０　受験過去問国語特講　「明大明治」　
8月10日11日20日　17：40-19：00（80分×3回）

※時間については、お申し込みいただいた後、8月10日11日20日の日程で調整いたします。こち

らの講座をご希望の場合には、ご連絡ください。
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受講費19,800円　個別添削付き25,200円　6年受験生対象

※事前に問題を解いて提出後、添削した答案を返却してから、授業で解説を行います。

中学受験生対象の講座です。明大明治中の入試問題を題材に、読解・記述練習・解答作成練習を行います。

明大明治中に特化した講座です。 丁寧に読解を行い、お子さん一人一人が書いた答案に対して、添削指導

と、書き直し指導をします。実践力が付く講座です。

Z１１　受験過去問個別対策　（個別日程設定）

1コマ80分　個別指導

受講費11,000円　（外部生12,100円）　6年受験生対象

志望校の個別過去問対策です。お子様の受験校に合わせて、過去問を指導します。授業回数、時間帯は相

談により決定します。（毎年、すぐに満席になるため、お早めにお問い合わせください。）

【単科講座　受講料割引制度】　

単科講座のみを受講の方

３講座以上受講から割引あり

３講座　合計で５％　

４講座　合計で１０％　

５講座　合計で１５％　

６講座以上　合計で２０％

総合コースとの組み合わせの場合は、別の割引きが適用になります。

【お申し込み方法】

お申し込みは、以下のお申し込みフォームから受け付けております。

以下のQRコードを読み込み、フォームよりお申し込みください。

お申し込みいただいた後、こちらからメールにてご連絡いたします。
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また、ご質問はHPお問い合わせフォームから受け付けております。

以下のQRコードを読み込み、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

※塾生の方は、google classroomから、お申込みについてお知らせしますので、ご確認く

ださい。
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