
2022 夏期講習会つつじが丘校
 メニュー１  

高校進学説明会 
〈対象〉 中３生およびその保護者 
〈場所〉 名張産業振興センター アスピアⅠⅡ 
〈日時〉 ７月１８日（月・祝） １７：３０～１９：００ 
 受験で最善の選択ができるよう、高校の選び方、過去の
入試におけるデータ等、今知っておかなければならないことを
重点的に説明いたします。 
 

メニュー２  

統一 OPEN 模試 
〈対象〉 小学生（※申込者）、中学生 
〈日時〉  

７月１９日（火）  中１    → １８：００～２１：１０ 
          中２   → １８：００～２１：２０ 
７月２０日（水）  小３・４ → １７：００～１８：２５ 

              小５・６ → １７：００～１９：３５ 

             中３   → １８：００～２１：５０ 

 

 

 

 

 メニュー３  

漢字統一テスト(無料) 

算数習得度テスト(無料) 
 新学年になってから新しく習った漢字の読み書きと算数
の計算がきちんとできているかどうか確認するためのテストで
す。小学生ワークから出題させていただきます。 
〈対象〉 小学生 
〈日時〉 ７月２１日（木） １５：３０～１６：３５ 
 

 メニュー４  

模試フィードバック講座(無料) 
 模試を解きっぱなしにせず、全員で自己採点をしていきま
す。何ができて、何ができなかったかを明確にし、マスターゼ
ミ・プレサマーゼミ・夏季セミナーにつなげていきます。 
〈対象〉中学生 
〈日時〉 ７月２２日（金）  

中１生 → １７：００～１８：２０ 

     中２生 → １９：００～２０：２０ 

     中３生 → ２０：３０～２１：５０ 

 

 

 メニュー５  

模試フォローアップ講座(無料) 
 模試でできていなかった問題を中心に、フォローをさせてい
ただきます。 
＜対象＞※個別にご連絡させていただきます。 

＜日時＞７月２３日（土） 

 

 メニュー６  

宿題お助け講座(無料) 
学校の宿題でわからないところを中心に解説させていた

だきます。夏休みの宿題を少しでも終わらせていきます。学
校の宿題を忘れずにお持ちください。 
〈対象〉 小学生（※参加自由） 
〈日時〉 ７月２２日（金）１４：００～１６：００ 

７月２３日（土）１４：００～１６：００ 

 

 メニュー７  

入試基礎力マスターゼミ 
 いよいよ受験モードに突入する中３生を対象に、中１・中２
の学習内容を総点検します。 
 この講座を通して、受験生としての自覚を持っていただき、
志望校合格をいう目標に向けて頑張っていきます。 
〈対象〉 中３生 

〈日時〉 ７月２５日（月）～２８日（木） 

９：００～１７：５０ 

＜場所＞ 昇英塾名張本校 

 

 メニュー８  

プレサマーゼミ 
 中１・２生は、「プレサマーゼミ」で国語・理科・社会を総復
習していきます。普段は英語・数学の２科目受講の方も、
この講座で総復習をし、少しでも統一 OPEN 模試または学
校の実力テストで点数が取れるようにしていきます。 
〈対象〉 中１生・中２生 

〈日時〉 ７月２５日（月）～２８日（木）  

１９：００～２１：５０ 

〈場所〉 昇英塾名張本校 

【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 

【受験費用】 

5 科目指導 17,000 円（テキスト代 2500 円は別途） 

【受験費用】 

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） 



 メニュー９  

夏期セミナー 
〈対象〉 小学生・中学生 

〈日時〉 ７月３０日（土）～８月１１日（木） 

     ８月２０日（土）～９月１日（木） 

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》 

今回から参加する生徒には級判定テストを行い、それぞれ

にあった級から進めていきます。 

ひとつの項目を完全に理解するまで進級できません。 

とにかくしっかりと固めながらじっくりと確実に力をつけさせ

ます。 

目標は算数、国語ともに２階級の進級！自信を持って新

学期のスタートが切れるようがんばってもらいます。 

クラス 学年 科目 時間数 受講費用 

全 16 日間クラス 

(算国各 8 日間) 

1・2 年 
算・国 24 時間 

20,000 円 

3～5年 22,000 円 

全 12 日間クラス 

(算国各 6 日間) 

1・2 年 
算・国 18 時間 

17,000 円 

3～5年 19,000 円 

全 8 日間クラス 

(算国各 4 日間) 

1・2 年 
算・国 12 時間 

13,000 円 

3～5年 15,000 円 

全 4 日間クラス 

(算国各 2 日間) 

1・2 年 
算・国 6 時間 

8,000 円 

3～5年 10,000 円 

《エースコース：小６》 

一学期内容のチェックを行い、併せて新学期内容を行いま

す。 

毎回の授業内容をしっかり理解しているかを確認するテス

トを行い、理解不十分な場合は居残り・次回の授業に早

出で完全にマスターさせます。 

目標は既習範囲と新学期内容の完全制覇。 

余裕を持って２学期を迎えていただくよう指導します。 

 

学年 科目 時間数 

6 年 算・国 
27 時間 

（Cプランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用 

A プラン 
7/30～8/11 
(復習中心) 

B プラン 
8/20～8/27 
(予習中心) 

C プラン 
7/30～8/11 
8/20～8/27 

14,000 円 14,000 円 26,000 円 

 

 

 

《セレクションコース：中１～中３》 

学年 必修科目 時間数 

１・２年 英・数 
42 時間 

（Cプランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用 

A プラン 
7/30～8/11 
(復習中心) 

B プラン 
8/20～8/27 
(予習中心) 

C プラン 
7/30～8/11 
8/20～8/27 

20,000 円 20,000 円 38,000 円 

 

学年 選択科目 時間数 

１・２年 国・理・社 
各 6 時間 

（Cプランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用（1 科目ごと） 

A プラン 
7/30～8/11 
(復習中心) 

B プラン 
8/20～8/27 
(予習中心) 

C プラン 
7/30～8/11 
8/20～8/27 

各 2,100 円 各 2,100 円 各 4,200 円 

 
◎中 3 

学年 科目 時間数 受講費用 

３年 
英・数(必修科目) 42 時間 40,000 円 

国・理・社 
（選択科目） 

各 9 時間 各 4,200 円 

※中３は C プラン(7/30～8/11、8/20～8/27)のみ 
 

※詳しい時間割は、夏期講習時間割をご覧ください。 

 メニュー１０  

サバイバルテスト(無料) 
 反復こそすべて！中学生には、この夏期講習で英単語・
英熟語のサバイバルテストを行います。この夏で英単語・英
熟語を徹底的に覚えていきます。もちろん１問間違えるごと
に３０回直しをしていただきます。 
 また、さらに受験生（中３生）は、理科と社会の用語サバ
イバルテストも行います。 
 〈対象〉 中学生 

 

 メニュー１１  

読書マラソン(無料) 
 小学生対象に、読書習慣を定着していただくための企
画です。 
〈対象〉 小学生 

〈日時〉 ７月２４日（日）～８月６日（土） 

 

 

 

 

 



 メニュー１２  

家勉マラソン(無料) 
 小学生・中学生対象に、ご家庭での学習習慣を定着し
ていただくための企画です。 
〈対象〉 小学生・中学生 

〈日時〉 ８月１２日（金）～１９日（金） 

 

 メニュー１３  

夏季集中勉強会 
 中３生は、習熟度別にクラス分けをし、５科目の入試頻
出単元を徹底的にマスターしていきます。 
〈対象〉 希望者 
※定員になり次第、募集を終了させていただきます。 

〈日時〉 ８月１６日（火）～１８日（木） 

＜場所＞ 昇英塾名張本校・百合が丘校 

※詳しくは、夏季集中勉強会の案内をご覧ください。 

 

 メニュー１４  

確認テスト(無料) 
 夏期セミナーの内容を確認するためのテストです。 
※詳細（日程と範囲表）は、講習中にお渡しさせていただ
きます。 
〈対象〉 小６生・中学生 

 

 メニュー１５  

フォローアップ講座(無料) 
〈対象〉 ※個別にご連絡させていただきます。 

〈日時〉 ８月３１日（水）～９月２日（金） 

 夏期セミナーの確認テストで合格点を満たしていない方、夏

期セミナー中に欠席された方を対象に、フォローをさせていただ

きます。 

 

メニュー１６  

自習室(無料) 
 夏期セミナー期間中の使用可能時間は、２２：００までです。学
校の宿題や塾の宿題を行うなど、ぜひ有効活用をしてください。 
※ 休校日は使用できませんので、ご注意ください。 
 
 

【受験費用】 

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 


