
第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）
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古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 
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○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）
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2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 
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         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）
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17：00～(国語）/18:40～(英語）

第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム
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古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース
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○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 
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住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 
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開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 
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○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
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入塾金 4,000 円 が別途必要となります 
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名前                    在籍高校   高校      学年   年 
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数学演習 基礎 秋元 17:00～
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日本史基礎集中講座 堀川 17:00～
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開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 
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○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 
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名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 
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名前                    在籍高校   高校      学年   年 
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でお申し込みください。 
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世界史基礎集中講座 植村 17:00～
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講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
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○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 
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でお申し込みください。 
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開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 
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         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）

難関私大 start dash    part 1 (英・国） ⾧谷川・日比野・松岡
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古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 
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○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
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○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 
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有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）
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古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 
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         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム
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2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
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         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 
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○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
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入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田
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17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）

難関私大 start dash    part 1 (英・国） ⾧谷川・日比野・松岡
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2018 年          夏期講習会 時間割 
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講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 
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講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）

難関私大 start dash    part 1 (英・国） ⾧谷川・日比野・松岡

18:40～(英語）20:20～(国語）

難関私大 start dash    part 2 (英・国） ⾧谷川・松岡

17：00～(国語）/18:40～(英語）

第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）

難関私大 start dash    part 1 (英・国） ⾧谷川・日比野・松岡

18:40～(英語）20:20～(国語）

難関私大 start dash    part 2 (英・国） ⾧谷川・松岡

17：00～(国語）/18:40～(英語）

第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）

難関私大 start dash    part 1 (英・国） ⾧谷川・日比野・松岡

18:40～(英語）20:20～(国語）

難関私大 start dash    part 2 (英・国） ⾧谷川・松岡

17：00～(国語）/18:40～(英語）

第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）

難関私大 start dash    part 1 (英・国） ⾧谷川・日比野・松岡

18:40～(英語）20:20～(国語）

難関私大 start dash    part 2 (英・国） ⾧谷川・松岡

17：00～(国語）/18:40～(英語）

第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）

難関私大 start dash    part 1 (英・国） ⾧谷川・日比野・松岡

18:40～(英語）20:20～(国語）

難関私大 start dash    part 2 (英・国） ⾧谷川・松岡

17：00～(国語）/18:40～(英語）

第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）

難関私大 start dash    part 1 (英・国） ⾧谷川・日比野・松岡
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数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース
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開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 
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○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム
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名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元

17：00～(国語）/18:40～(英語）/20:20～(数学）
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世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 
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         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元
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古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 
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○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
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入塾金 4,000 円 が別途必要となります 
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○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 
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数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～
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          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 
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○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

国公立大 start dash part 1 (英・国・数） ⾧谷川・日比野・松岡・安田

17：00～(数学）/18:40～(英語）/20:20～(国語）

国公立大 start dash    part 2 (英・国・数） ⾧谷川・松岡・秋元
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日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 
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         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 
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○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 
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講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
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入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 



第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）
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18:40～(英語）20:20～(国語）

難関私大 start dash    part 2 (英・国） ⾧谷川・松岡

17：00～(国語）/18:40～(英語）

第1ターム 第2ターム  第3ターム 第4ターム 第5ターム

7/24(火）～7/28(土） 7/30(月）～8/3(金） 8/6(月）～8/10(金）8/13(月）～8/17(金)8/20(月）～8/24(金）

古典文法・漢文の基礎 松岡 17:00～

数学演習 基礎 秋元 17:00～

世界史基礎集中講座 植村 17:00～

日本史基礎集中講座 堀川 17:00～

          総合コース

          単科コース

 

2018 年          夏期講習会 時間割 

 

開講記念無料講座  有料講座      各講座申し込み順 20 名 締め切り 

 



講座申込書 （該当講座にチェックしてください） 

開講記念無料講座 最大 58,000 円分無料 2or3 教科セットでの受講が原則となりますが単科受講も可。 

 
○ 国公立大 start dash part 1   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）) 
○ 難関私大 start dash part 1  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3)） 

         申し込み順受付 本当にやる気のある受講生を対象にした無料講座で２０人限定。 まもなく締め切り！ 

有料講座 

 
○ 国公立   start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ３教科セット 54,000 円 単科 18,000 円 
○ 難関私大 start dash part 2  (受講対象学年 （高 1）/高 2/高 3)  ２教科セット 36,000 円 単科  18,000 円 
○ 古典文法・漢文の基礎   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)  18,000 円 
○ 数学演習基礎    (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)   18,000 円 
○ 世界史基礎集中講座  (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
○ 日本史基礎集中講座   (受講対象学年 高 1/高 2/（今から始める高 3）)    18,000 円 
 

入塾金 4,000 円 が別途必要となります 

住所 〒 

名前                    在籍高校   高校      学年   年 

連絡先電話番号 

 

無料講座・有料講座とも今すぐ 電話 200-9727 または FAX 204-8101

でお申し込みください。 
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