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2019 夏期講習 

お申込み案内 

 

 

 

  

小学生 



 

2019夏期講習のお申込み手続きについて【小学生】 

 

 夏期講習は年間カリキュラムの一環となっており、生徒様の今後のご成長を考え、最適なコースをご案内します。 

本案内をご一読の上、期限までに該当のお手続きをお願いいたします。 

☆お申込み締切  全学年共通：6/1 (土) 

 

☆お申込み手続き 《小学生》☆ 「申込みフォーム」については、別途 LINE にてご連絡いたします。 

 

※ 通常時の受講コースから「追加・変更がある方」や「模擬試験を希望される方」のみ、6/1 (土) までに 

該当の「申込みフォーム」よりお申込みください。 

※ 口座引落しの関係上、期限を過ぎてのご変更は致しかねますのでご了承ください。 

 

① 期限までに追加・変更のお申し出がない場合は、自動的に通常時と同一コースの受講となります。 
 

  （例）通常授業の受講科目が「4 科コース」の場合→夏期講習「3 科コース」 

     通常授業の受講科目が「国・算 2 科コース」の場合→夏期講習も「国・算 2 科コース」 

     通常授業の受講科目が「ファストパス・英語 2 科コース」の場合→夏期講習「英語単科コース」 
 

② 講習中ファストパスは休講です。通常時「ファストパス単科」の方は他のコースを選択しお申込みください。 

③ 模擬試験希望の方は下欄をご参照のうえ、申込みフォームよりお申込みください。 

 （GOLD 生は必修につきお申込み不要です） 

④ 通常時に個別指導を受講の方は、申込みフォームよりお申込みください。（夏期講習はコースの受講も可能です） 

 
 

●模擬試験 

 生徒様の現状把握、正確な学力測定のため、下記の通り模擬試験を実施します。 

 ★小学生 希望者のみ【申込みフォームよりお申込み】（GOLD 生は必修につきお申込み不要） 

 ※ 8/29 (木) 塾内模試「千葉県統一テスト（小 6～5 は 4科、小 4 は 2 科）」 

 

 

●選択講座 

 ☆追加個別指導【全学年対象】 ※科目は自由選択／日程はお申込み後にご相談させていただきます。 
 

 

 ●希望者は【申込みフォームよりお申込み】が必要です。ご入力の上ご送信ください。 

 

 

☆講習費のお支払いについて☆ 
 

●講習費のお支払いは、8/5(月)に銀行口座振替とさせていただきます。※8/2(金)までに口座にご入金ください。 

●口座振替登録が未済の方は、7/30(火)までに封筒にてご納入いただきます。 

●夏期講習期間は通常授業がないため、8 月は夏期講習費用のみの請求となります。 

 

ご相談や「申込みフォーム」等でご不明な点がございましたら、お電話や LINE にてご連絡ください。 



2019 夏期講習日程／時間割【小学生】

 ※下記をご参照の上、6/1 (土)までに該当の「申込フォーム」よりお申込みください。

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3~8 8/9 8/10

木 金 土 日 月 火 水 木 金 金 土

0950-1040 英語ＳT 算数 算数 英語ＳT

1050-1140 英語初級 国語 国語 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

0950-1040 英語ＳT 算数 算数 英語ＳT

1050-1140 英語初級 国語 国語 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

8/11~18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

0950-1040 算数 英語ＳT 算数 英語ＳT

1050-1140 国語 英語初級 国語 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

0950-1040 算数 英語ＳT 算数 英語ＳT

1050-1140 国語 英語初級 国語 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

※ 英語は〈ハイレベル〉〈初級〉〈初心者スタートアップ【ST】〉のいずれか1つのクラスにご参加いただきます。

※ 8/28(水)は小学生全員参加の『ネバリンピック サマースペシャル！』です。★ネバリン時間割⇒ 9:50~10:40 国語、10:50~11:40 算数、11:50~12:40 英語

※ 8/29(木)は千葉県統一テスト（塾内模試）です。【GOLD生は原則必修となります】

 ※下記をご参照の上、6/1 (土)までに該当の「申込フォーム」よりお申込みください。

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3~8 8/9 8/10

木 金 土 日 月 火 水 木 金 金 土

0950-1040 英語ＳT 国語 国語 英語ＳT

1050-1140 英語初級 算数 算数 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

0950-1040 英語ＳT 国語 国語 英語ＳT

1050-1140 英語初級 算数 算数 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

8/11~18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

0950-1040 国語 英語ＳT 国語 英語ＳT

1050-1140 算数 英語初級 算数 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

0950-1040 算数 英語ＳT 国語 英語ＳT

1050-1140 国語 英語初級 算数 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

※ 英語は〈ハイレベル〉〈初級〉〈初心者スタートアップ【ST】〉のいずれか1つのクラスにご参加いただきます。

※ 8/28(水)は小学生全員参加の『ネバリンピック サマースペシャル！』です。★ネバリン時間割⇒ 9:50~10:40 国語、10:50~11:40 算数、11:50~12:40 英語

※ 8/29(木)は千葉県統一テスト（塾内模試）です。【受験希望の方はお申込みが必要となります】

ネバリン ★模試

ネバリン ★模試

ネバリン ★模試

ネバリン ★模試

休塾日

休塾日

休塾日

休塾日

休塾日

休塾日

休塾日

休塾日

休塾日

休塾日

小6

小5小4

休塾日

休塾日

小5小4 休塾日 休塾日 休塾日

休塾日 休塾日

休塾日 休塾日 休塾日

小6

学年 時間

小6

休塾日

小5小4 休塾日 休塾日 休塾日

イオン教室 《GOLDクラス》

学年 時間

学年

小5小4

時間

イオン教室 《通常クラス》

学年 時間

小6



2019 夏期講習日程／時間割【小学生】

 ※下記をご参照の上、6/1 (土)までに該当の「申込フォーム」よりお申込みください。

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3~8 8/9 8/10

木 金 土 日 月 火 水 木 金 金 土

0950-1040 算数 英語ＳT 算数 英語ＳT

1050-1140 国語 英語初級 国語 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

0950-1040 英語ＳT 算数 算数 英語ＳT

1050-1140 英語初級 国語 国語 英語初級

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

8/11~18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

0950-1040 英語ＳT 算数 英語ＳT 算数

1050-1140 英語初級 国語 英語初級 国語

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

0950-1040 英語ＳT 算数 英語ＳT 算数

1050-1140 英語初級 国語 英語初級 国語

1150-1240 英語ハイ 英語ハイ

※ 英語は〈ハイレベル〉〈初級〉〈初心者スタートアップ【ST】〉のいずれか1つのクラスにご参加いただきます。

※ 8/28(水)は小学生全員参加の『ネバリンピック サマースペシャル！』です。★ネバリン時間割⇒ 9:50~10:40 国語、10:50~11:40 算数、11:50~12:40 英語

※ 8/29(木)は千葉県統一テスト（塾内模試）です。【受験希望の方はお申込みが必要となります】

2019 夏期講習費用一覧【小学生】

★は必修／☆は希望者のみ選択

（すべて税込料金）

選択

ー

希望者

希望者

※1 夏期講習中は「ファストパス」の授業はありません。夏期講習は通常授業時とは異なるコースを受講することもできます。（要申込）

※2 統一模試受験は希望者のみ申込制【GOLD生は必修】です。学習成果を測る模擬試験を塾内で実施します。【小5小6】→ 4科（国算社理）【小4】→ 2科（国算）

※3 講習のみの参加生は別途教材費、1科目につき2,000円が掛かります。

牧の原モア教室 《全クラス》

全教室共通

コース

選択

休塾日

☆千葉県統一模試

【希望制／★GOLD生は必修】※２

8/29(木)【11:40~12:10 軽食休憩】

2科 9:50~11:40／4科 9:50~14:00

☆受験希望者（2,000円）

★GOLDクラス生は必修

ー

項目 時間帯など 塾生料金

学年 時間

小6 休塾日 休塾日

小5小4 休塾日 休塾日 休塾日

学年 時間

★模試

小6 休塾日 休塾日 休塾日 ネバリン ★模試

小5小4 休塾日 休塾日 休塾日 ネバリン

☆受験希望者

（2,000円）

☆追加個別指導【希望者】（1対2指導）

数に限りがあるため先着順となります。

1セットあたり 50分×4回

日時は応相談

コース生→ 8,000円

個別のみ→ 11,000円

マンツーマン→ 上記＋3,000円

左記+2,000円

16,000円

講習生 ※3

1,000円 1,000円

★3科コース［算国英］※1 9:50~12:40内（時間割参照） 18,000円 22,000円

★2科コース 9:50~12:40内（時間割参照） 14,000円

★単科コース 9:50~12:40内（時間割参照） 8,000円 10,000円

★諸経費（施設管理費・ﾌﾟﾘﾝﾄ代込）


