
 
 

 

この夏も熱のこもった授業をビシバシ展開し、徹底的に鍛え上げ、「充実感、達成感」を感じていただくメニューを多数用意し

ています！どうぞ昇英塾百合が丘校の「アツい」夏期講習会にご期待下さい！ 

 

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！ 

 

メニュー１ 

夏の無料講習ゼミ 
小１～中３対象：6／13～7/13 実施！ 

夏期講習会に先駆けて６／１３～７／１３の期間で一週

間授業を無料で体験できます。 

じっくりと体験しながら実力まで高められる授業を目と頭

で実際に一度体験して下さい。 

時間割は校舎にお問い合わせ下さい。 

 

 

メニュー２ 

統一ＯＰＥＮ模試 
小３～中３対象：7／19・20 実施！ 

このテストから夏期講習会

がスタートします。 

小３～中３を対象に行うこの

テストは、現在の力を確認し、

苦手分野を見つけて 7／22 の

模試解説会で完全克服しても

らいます。 

また中学生はこのテストの結果で夏期セミナーのクラス

わけを行います。 

【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 

 

 

 

 

 

 

メニュー３ 

漢字統一・算数習得テスト 
小学生対象：7／21 実施！（無料） 

夏期セミナーが始まるまでに、しっかりと漢字分野・算数

分野をマスターしてもらうことを目的として、新学年になって

からの新しく習った漢字の読み書きや算数の項目がきちん

とできているかどうかのテストです。 

結果は、達成度チェックシートをつけてご返却いたしま

す。 

 
 
メニュー４ 

宿題おたすけ＆質問会 
小学生対象：7／21 実施！（無料） 

この講座で学校の宿題で

わからないところや、その他

問題の質問をしっかりと解決

して、７月中に宿題を終わら

せ、「夏期セミナー」に挑んで

いただきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



メニュー５ 

模試解説会 
小３～中３対象：7／22 実施！（無料） 

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。 

やらせっぱなしにはせず、

テストでわからなかったとこ

ろをしっかり確認して夏期セ

ミナーに備えさせます！ 
 

 

メニュー６ 

読書マラソン 
小学生対象：7／24～8／6 実施！（無料） 

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。 

「読書の習慣」をつけることを目的に、毎日少しずつでも

読書をしてもらえるように頑張ってもらいます。 

 

 

メニュー７ 

入試基礎力マスターゼミ 
中３対象：7／25～28 実施！ 

いよいよ受験モードに突入する中３を対象に１・２年の学

習内容を総点検する｢入試基礎力マスターゼミ｣。 

この期間に学習してもらう学習時間は合計３６時間！ 

さらにテストで毎日の習熟度を確認してもらいます。 

この講座を通して、受験生としての自覚を持たせ、志望

校合格という目標に向けてがんばっていただきます。 

【受講費用】 

５科目指導 17,000 円（テキスト代 2,500 円は別途） 

 

 

メニュー８ 

プレサマーゼミ 
中１・中２対象：7／25～28 実施！ 

中１・２年生には、｢プレサマーゼミ｣で、社会・理科・国語

を完全マスターしてもらいます。 

英語・数学ばかりではなく、５科目バランスよく学習してい

ただくことが狙いです。 

この講座を通して、全学年、１学期までの重要ポイントを

おさえ、夏期セミナーで行なわれる選択科目と併用すれば

さらにパワーアップ間違いなし！ 

【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） 

 

 

メニュー９ 

夏期セミナー 
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》 

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。 

 

※各クラスは、7/30～8/11、8/20～27 の期間で参加する

日を選択できます。 

 学年 受講費用 

全 4 日間クラス

（算・国 各 2 日） 

小１・小２ 8,000 円 

小３～小５ 10,000 円 

全 8 日間クラス

（算・国 各 4 日） 

小１・小２ 13,000 円 

小３～小５ 15,000 円 

全 12 日間クラス

（算・国 各 6 日 

小１・小２ 17,000 円 

小３～小５ 19,000 円 

全 16 日間クラス

（算・国 各 8 日） 

小１・小２ 20,000 円 

小３～小５ 22,000 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。 

 

※復習中心の A プラン（7/30～8/11）、予習中心の B プラ

ン（8/20～8/27）、全日程の C プラン（7/30～8/11・8/20～

8/27）から選択できます。 

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》 

一学期内容のチェックと、新

学期内容を行います。 

中１～中３ともに二学期の中

間テスト内容まで進みます。 

小学生同様、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。 

英語は講習恒例の「単語サバテス」で語彙力をアップさ

せます。 

もちろん１つ間違えるごとに３０回単語直し！ 

数学についても恒例のサバテスを敢行！ 

正確に解ける力とスピードを確実に身につけさせます。 

 

※中１・中２については、復習中心の A プラン（7/30～

8/11）、予習中心の B プラン（8/20～8/27）、全日程の C プ

ラン（7/30～8/11・8/20～8/27）から選択できます。 

中３は全日程の C プラン（7/30～8/11・8/20～8/27）のみと

なります。 

≪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 

 

 

メニュー１０ 

サバイバルテスト 
小６～中３対象：7／30～随時実施！（無料） 

反復こそすべて！ 

英単語・熟語・用語・漢字の完全暗記シリーズ、英文法・

算数・数学の完全理解シリーズなど、わかるまで、できるま

で徹底的にやっていただくつもりです！ 

百合が丘校の今回のサバテスメニューは以下の通り。 

 

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…などなどタップリと用

意！！ 

 

 

 

 

 

メニュー１１ 

前期終了テスト 
小６～中３対象：8／10 実施！（無料） 

夏期セミナーの前期内容を確

認するためのテストです。 

この結果をもとに、１１日～１９

日のお盆休みでは復習を行って

いただくことが狙いです。 

しっかりと確認して２０日から

始まる後期に備えていただきたいと思います。 

範囲と日程表は夏期セミナー前期授業で配布します。 

 

 

メニュー１２ 

家勉マラソン 
小１～中３対象：8／12～19 実施！（無料） 

夏期セミナーがお盆休みにな

るこの期間、保護者の方にご協

力していただいて、小中学生を

対象に家庭での学習習慣を定

着させます。 

この期間の学習内容、時間数

を報告してもらい、指導に活かして実力を高めます。 

 
 

メニュー１３ 

夏季集中勉強会 
小５～中３対象：8／16～18 実施！ 

コロナの影響で、例年通りの宿

泊を伴う合宿ではありませんが、

合宿と同様に力をつけていただけ

る集中講座となります。 

特に中３は、この講座で志望校

合格を大きく手繰り寄せていただ

きます。 

【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 

 

 

 

 



メニュー１４ 

自習室 
全学年対象（無料） 

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、9：

00～22：00 まで自由に利用す

ることができます。 

また、塾の自習室だからこそ、

わからないところを質問するこ

とも可能です。 

 

 

メニュー１５ 

映像授業 

小３～小６、中学生対象（無料） 

昇英塾では映像授業を配信しています。 

夏期講習会の前に行われる第３回統一 OPEN 模試の対

策講座や、夏期講習内容の復習や予習、夏期講習中に行

われる英語のサバイバルテスト範囲の勉強用講座などな

ど多数のラインナップが充実しています。 

いつでも無料で視聴できますので、塾での学習時間にプ

ラスしてしっかりと利用して下さい。 

 

 

メニュー１６ 

夏期確認テスト 
小６～中３対象：8／30～9／1 実施！（無料） 

この夏期セミナーで習ったことを確認するためのテストで

す。 

この夏にたくさん頑張った分の成果を確認していただけ

ると思います。 
 
 

メニュー１７ 

連絡・登下校メール 
全学年対象：7／30～随時！ 

お子さまの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等でご連絡。 

また日々の活動やクラスのようす等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」ということのないように、させていただいております。 

百合が丘校夏期募集要項 
 
■小１～小５➡ステップコース 
 
※募集定員は 

小１…２名 
小２…２名 
小３…３名 
小４…５名 
小５…５名 

 

※指導科目は算数と国語。 

 

※「全 4 日間クラス（算・国 各 2 日）」 

「全 8 日間クラス（算・国 各 4 日）」 

「全 12 日間クラス（算・国 各 6 日）」 

「全 16 日間クラス（算・国 各 8 日）」 

から選択（参加日も自由に選択可能） 

 

※要件として、「入学テスト」はございません。 

 状況によりご入学をお断りさせていただく場合もございま  

す。予めご了承ください。 

 

 
■小６➡エースコース 
 
※募集定員は６名 
 
※指導科目は算数と国語。 
 

※復習中心の「A プラン（7/30～8/11）」 

予習中心の「B プラン（8/20～8/27） 」 

全日程の「C プラン（7/30～8/11・8/20～8/27）」 
から選択可能 

 
※要件として、「入学テスト」はございません。 
 状況によりご入学をお断りさせていただく場合もございま
す。予めご了承ください。 
 

 
■中１➡セレクションコース 

 
※募集定員は５名 
 
※指導科目は英語と数学が必修科目。 

国語・社会・理科は選択科目。 

 

※復習中心の「A プラン（7/30～8/11）」 

予習中心の「B プラン（8/20～8/27） 」 

全日程の「C プラン（7/30～8/11・8/20～8/27）」 
から選択可能 

 

※要件として「入学テスト」はございませんが、「入学テスト」

または、内申（学校成績）により判断させていただきます。 

 状況によりご入学をお断りさせていただく場合もございま

す。予めご了承ください。 

 



 
■中２➡セレクションコース 

※募集定員は８名 
 
※指導科目は英語と数学が必修科目。 

国語・社会・理科は選択科目。 

 

※復習中心の「A プラン（7/30～8/11）」 

予習中心の「B プラン（8/20～8/27） 」 

全日程の「C プラン（7/30～8/11・8/20～8/27）」 
から選択可能 

 

※要件として「入学テスト」または、内申（学校成績）により

判断させていただきます。 

 状況によりご入学をお断りさせていただく場合もございま

す。予めご了承ください。 

 
 
■中３➡セレクションコース 

※募集定員は４名 
 
※指導科目は英語と数学が必修科目。 

国語・社会・理科は選択科目ですが、受験生ですので、

基本的には５科目を受講していただきます。 

 

※名張青峰高校以上が志望校である生徒を対象としま

す。 

 

※要件として「入学テスト」または、内申（学校成績）により

判断させていただきます。 

 状況によりご入学をお断りさせていただく場合もございま

す。予めご了承ください。 

 
 


