
 

 

 

 

 

 

統一ＯＰＥＮ模試 
小３～中 3 対象：7／1９～２０実施！ 

現在の力を確認し、その後の夏期講習での課題を見つける

ことができる昇英塾自慢のテストです。テスト実施後には解

説会も行い、わからない分野を完全克服してもらいます。 

※中学生はこのテストの結果で夏期講習のクラス分けを行います。 

 

漢字統一テスト・算数習得テスト 
小学生対象：7／２２実施！ 

夏期講習が始まるまでに、しっかりと既習分野の漢字の習

得チェックと算数の基礎学力のチェックをしておきます。 

＜時 間＞ １７：００～１７：３０（漢字），１７：４０～１８：１０（算数） 

 

私立中学 学校見学会 
小４～小６特進対象：7／2３実施！ 

主要な私立中学校を丸１日かけてまわる見学会。今年は三

重県内の学校を訪問し、施設の見学をさせていただきます。 
 

宿題おたすけ講座＆質問会 
小学生対象：7／２３・２４実施！ 

学校で出された宿題を夏期講習までに終わらせるとともに、

授業中にやった問題の中でわからない問題をすべて解決さ

せて夏期講習に突入してもらいます。 
＜時 間＞ １５：００～１８：００ 

＜持ち物＞ 学校の宿題、問題集など 

 

模試解説会 
小３～中 3 対象：7／２１実施！ 

小３～中３を対象に第３回統一ＯＰＥＮ模試の解説会を実施

します。テストでできなかったところをしっかり理解して夏期

講習に備えてもらいます。 

＜時 間＞ 小３～小６  ・・・  １７：００～１８：３０ 

        中１     ・・・  １９：００～２０：３０ 

        中２     ・・・  １９：００～２０：３０ 

        中３     ・・・  １７：００～１８：３０ 

＜科 目＞ 小学生…算数・国語、中学生…英語・数学 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入試基礎力マスターゼミ 
小６特進・中 3 対象：7／2５～2８実施！ 

基礎力が十分に備わっていない状態で入試問題を解いても、

実力として定着しません。そこで３６時間（１日９時間×４日

間）かけて、「実力をつけるために必要とされる基礎力」を徹

底的に鍛え上げていきます。 

 

プレサマーゼミ 
中 1・中 2 対象：7／2５～2８実施！ 

入試は５教科の総合得点で合否が決まります。中１・２年生

には｢プレサマーゼミ｣で、国語・理科・社会の重要分野を徹

底理解してもらい、総合力を引き上げます。 

 

読書マラソン 
小学生対象：7／24～8／6 実施！ 

小学生を対象に、２週間の読書週間を設け、この期間に集

中して読書に取り組んでもらいます。 

 

夏期講習 
小 1～高３対象：７／３０～スタート！ 

《Step Jr.・Step プラス：小１～小５》 

無学年進級式教材「のびのびじゃんぷ」を使用し、個々の理

解度に応じた授業を行っていきます。 
 

《エースコース：小６》 

１学期の学習内容の復習と２学期の先取り学習を行います。

余裕を持って２学期を迎えられるよう徹底指導します。 
 

《特進コース：小４～小６》 

小４・小５年生は、１学期の学習内容の総復習と先取り学習

を行います。また、小６年生は、入試頻出分野の徹底特訓を

行い、飛躍的な学力アップを目指します。 
 

《セレクションコース：中１～中３》 

１学期の学習内容の総復習と先取り学習を行います。もちろ

んサバテスも実施。語彙力，基礎学力を徹底的に鍛えます。 
 

令和４年度 夏期講習中の行事予定 名張本校 

特進科 

７月１９日から昇英塾の夏期講習がスタートします。やる内容が盛りだくさんで大変だと感じるかもしれませんが、それもす

べては学力アップ，志望校合格のため。すべての講座・イベントに積極的にヤル気をもって関わり、飛躍の夏にしましょう！ 



《特進コース：中１～中３》 

中１～中２年生は１学期の学習内容の総復習と先取り学習

を行います。また、中３年生は、この夏期講習期間を利用し

て中３の全学習内容の完成を目指します。 
 

《スーパー特進コース：中１～中３》※ 

個々の課題を持ち寄り、わからないところを質問するグルー

プ学習形式です。 

※８月度の定時授業（英数各４コマ）のみとなります。 
 

《ソフィストコース：高１～高３》 

河合塾マナビスでの夏期講習となります。 

 

自習室開放 
全学年対象：7／1９～９／３開放！ 

集中して学習ができる自習室を完備！ 自分の勉強部屋と

して自由に利用することができます。 

※７／３１、８／７、８／１２～１９、８／２１、８／２８は使用できません。 

※開放時間は日によって異なります。行事予定表でご確認ください。 

※自習室内での私語、携帯電話使用、飲食など、自習室利用ルールを守

れない生徒については、以後の利用をお断りすることになります。 

 

サバイバルテスト 
中１～中 3 セレ対象：７／３０～随時実施！ 

名張本校名物のサバイバルテスト。当然、この夏も実施しま

す。基礎学力がついていない状態でいくら良問演習をしても

まったく力はつきません。入念な準備をしてサバイバルテス

ト（サバテス）に臨んでください。 

中１単語、中２単語、不規則変化、反意語・同意語、熟語、

１次方程式の計算、１次関数、２乗に比例する関数など 

 

前期確認テスト 
小６エース，中１～中 3 セレ対象：８／1１実施！ 

夏期講習の前期内容を確認するためのテストです。この出

来をみることにより、８／１２～８／１９で効率よく復習をして

いただくことができます。 

 

家勉マラソン 
小１～中３対象：8／11～18 実施！ 

夏期講習前期で培った勉強の習慣，集中力を後期へとつな

げるため、夏期講習が中休みになるこの期間、保護者の方

の協力も得て、学習習慣の定着をはかります。 
 

夏季集中勉強会 
小４～中３対象：8／16～18 実施！ 

今年も新型コロナウィルス感染症予防のため、宿泊を伴う勉

強合宿ではなく、３日間の日帰り勉強会として開催します。

宿泊がないだけで、３日間でやるプログラムは例年と大きく

変わりません。積極的に参加して大きく飛躍しましょう！ 

※【会場】名張本校・百合が丘校 

 

特進選抜テスト 
小４～中 3 特進対象：８／３１実施！ 

夏期講習で習った内容の理解度を確認し、２学期の授業を

特進科で受講できるかどうかを判定するテストです。 

※実施時間等を記した案内は、夏期講習後期の授業内で配布します。 

※判定結果は９／１に発送します。（ご自宅には９／５ごろ到着予定） 

 

夏期確認テスト 
小６エース，中１～中 3 セレ対象：９／１実施！ 

夏期講習中の理解度を確認するためのテストです。小６エー

ス算数と中学生については、このテストの結果で２学期のク

ラス分け（★）を行います。 

※実施時間等を記した案内は夏期講習後期の授業内で配布します。 

★このテストを受験しない場合、２学期は B クラススタートとなります。 

 

連絡メール・登下校メール・ブログ 
全学年対象：7／1９～実施！ 

登下校の時間や授業の様子、ご連絡事項など、保護者の方

へメールでご連絡。また授業中の様子などを昇英塾のブロ

グで公開して、「塾に行っているが何をやっているのかわか

らない」ということがないようにさせていただきます。 

 

送迎制度 
全学年対象：７／３０～実施！ 

通学が困難な方のための送迎制度があります。お仕事等に

より、お子さまの送迎が出来ないご家庭はご相談ください。 

※一部お断りしている地区もございます。 

※ご希望の場合は送迎申請書の提出，設備協力金の納入が必要です。 

※小４特待生および、特待生であった小５・小６特進生は利用できません。 

 

 

名張本校・特進科の２学期平常授業は、 

９月５日（月）よりスタート！ 



 
 

 

 

7/29 までにご入学された場合、夏期セミナー受講費用が半額！ 

さらに入学金（11,000 円）が無料！ 
 

統一ＯＰＥＮ模試 
小３～中３対象：7／19・20 実施！ 

【受験費用】 

小３・小４（算・国）…１回 1,500 円 

小５・小６（４科目）…１回 2,250 円 

中１～中３（５科目）…１回 3,000 円 

 

漢字統一・算数習得テスト 

小学生対象：7／2２実施！（無料） 

 

宿題おたすけ＆質問会 

小学生対象：7／2３・２４実施！（無料） 

 

模試解説会 
小３～中３対象：7／2１実施！（無料） 

 

読書マラソン 
小学生対象：7／24～8／6 実施！（無料） 

入試基礎力マスターゼミ 
中３対象：7／25～28 実施！ 

【受講費用】 

５科目指導 17,000 円（テキスト代 2,500 円は別途） 

 
 

プレサマーゼミ 
中１・中２対象：7／25～28 実施！ 
【受講費用】 

国・理・社指導 8,000 円（テキスト代 600 円は別途。入学さ

れた場合はテキスト代は無料） 

 

夏期講習 
小１～中３対象：7／30～スタート！ 

《Step プラス・Step Jr.コース：小１～小５》 

 学年 受講費用 

小１・小２ 8,000 円 全 4 日間クラス

（算・国 各 2 日） 小３～小５ 10,000 円 

小１・小２ 13,000 円 全 8 日間クラス

（算・国 各 4 日） 小３～小５ 15,000 円 

小１・小２ 17,000 円 全 12 日間クラス

（算・国 各 6 日 小３～小５ 19,000 円 

小１・小２ 20,000 円 全 16 日間クラス

（算・国 各 8 日） 小３～小５ 22,000 円 

 

《エースコース：小６》 

A プラン B プラン C プラン 

14,000 円 14,000 円 26,000 円 

 

《セレクションコース：中１～中３》 

≪必修科目（英・数）≫ 

費用 A プラン B プラン C プラン 

中１・中２  20,000 円 20,000 円 38,000 円 
中３ ※ ※ 40,000 円 

≪選択科目（国・理・社）≫ 

費用 A プラン B プラン C プラン 

中１・中２  各 2,100 円 各 2,100 円 各 4,200 円 
中３ ※ ※ 各 4,200 円 

 



サバイバルテスト 
中 1～中３対象：7／30～随時実施！（無料） 

サバイバルテストの例 
中１単語 276語、中２単語224語、不規則変化52 セット、

熟語 166 語、方程式、一次関数、二次関数、英文法、中

３生は社会用語と理科用語も 

 

前期確認テスト 
小６～中３対象：8／1１実施！（無料） 

 

家勉マラソン 
小１～中３対象：8／12～19 実施！（無料） 

 

夏季集中勉強会 
小４～中３対象：8／16～18 実施！ 

【受講費用】 

中３（５科目）…21,500 円 

小６受験（４科目）…20,500 円 

他学年（小学生は算・国、中学生は英・数）…18,500 円 

 

自習室開放 
全学年対象：７／１９～９／３開放！（無料） 

 

映像授業 

小３～小６、中学生対象（無料） 

 

夏期確認テスト 
小６～中３対象：9／1 実施！（無料） 

 

連絡・登下校メール 
全学年対象：7／１９～随時！ （無料） 
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