
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014･SUMMER 夏だから、ガンバル。 

Ⅰ期 : 7/23(水)～7/29(火) 

Ⅱ期  : 7/30(水)～8/5(火) 

Ⅲ期  : 8/11(月)～8/16(土) 

Ⅳ期  : 8/18(月)～8/23(土) 

 

 

 

 



≪enaあざみ野校 2014年度夏期講習会≫ 

日 月 火 水 木 金 土 

7/13 

講習会 

申込〆切 

14  

休校 

 

15 

変更届締切 

16 17 18 19 

 

20  

 

21  

休校 

22 

1 学期 

最終日 

23 24 25 26 

夏期講習会Ⅰ期(通常授業はありません) 

27  

休校 

28 29 30 31 8/1 2 

夏期講習会Ⅰ期  夏期講習会Ⅱ期(通常授業はありません) 

3  

休校 

4 5 6  

休校 

7 

休校 

8  

休校 

9  

休校 
夏期講習会Ⅱ期 

10  

休校 

11 12 13 14 15 16 

夏期講習会Ⅲ期 (通常授業はありません) 

17  

休校 

18 19 20 21 22 23 

夏期講習会Ⅳ期 (通常授業はありません) 

24  

休校 

25  

休校 

26  

休校 

27  

休校 

28  

休校 

29  

休校 

30  

休校 

★8/24(日)～9/1(月)休校。新学期の授業は 9/2(火)スタートです! 

≪開講学年早見表≫ 

 
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 

7/23～7/29 7/30～8/5 8/11～8/16 8/18～8/23 

小３ ○ ○ × × 

小４ × × ○ ○ 

小５ ○ ○ ○ ○ 

小６ ○ ○ ○ ○ 

中１ × × ○ ○ 

中２ ○ ○ × × 

中３ ○ ○ ○ ○ 

 

 一時帰国中の生徒さんのために、お申し込みは１教科単位、１日単位で受け付けております。例えば、

特定の科目だけを３日間だけというような受講も可能です。学内生も、ご家族の旅行、学校行事など

と照らし合わせて、お申し込み前に校長とご相談ください。 
 

受講例：（１）小６生・・・Ⅰ・Ⅱ期「算・国」＆Ⅲ・Ⅳ期「算・国・英」 

（２）中３生・・・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期「英・国・数」＆Ⅳ期の 8/20～22「英」 



小学部のご案内 
小学 3年生  

算数・・・1学期に習った「かけ算とわり算」「時刻」の復習を中心に、計算と図形問題をたくさん練習します。 

国語・・・漢字と知識の確認をしながら、文章問題の「読み」と「解き」をしっかり行ないます。 
 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

Ⅰ期・Ⅱ期 

(7/23～8/5） 
12日間 

算数 14:05～14:55 

国語 15:00～15:50 
1200分 

講習料 22,800円 

諸費 2,000円 

 

合計 24,800円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 

小学４年生 

算数・・・小数と分数の計算を確実なものにし、「植木算」と「和差算」などの応用問題にも取り組みます。 

国語・・・得点源となる「慣用句」「ことわざ」「類義語･対義語」をチェックしながら読解問題にも取り組みます。 

理科・社会・・・前期の総復習を行ないます。 
 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

Ⅲ期・Ⅳ期 

(8/11～8/23） 
12日間 

国語 10:15～11:05 

算数 11:10～12:00 

理科※  9:00～10:10 

社会※  9:00～10:10 

(理科・社会は一日おき) 

2040分 

講習料 38,760円 

諸費 2,000円 

 

合計 40,760円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 

小学５年生  
算数・・・平面図形・立体図形・百分率と歩合・比・場合の数と確率・速さ・割合・規則 

国語・・・指示語と接続語・段落構成・要旨・場面や情景・人物の気持ちや性格の読み取り 

理科・社会・・・前期の総復習を行ないます。 
 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期 

(7/23～8/23） 
24日間 

社会 10：15～11：05 

理科 11：10～12：00 

国語 12：40～14：00 

算数 14：05～15：25 

6240分 

講習料 118,560円 

諸費 2,000円 

 

合計 120,560円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 

 



小学６年生県立コース 算数・国語・作文・・・総まとめを行ないます。 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期 

(7/23～8/23） 
24日間 

 

県立作文  9：20～10：10 

県立文系 10：15～11：05 

県立理系 11：10～12：00 

 3600分 

講習料 79,200円 

諸費 2,000円 

 

合計 81,200円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 

小学６年生一般受験・帰国受験コース 算数･国語は合同です。 

 

【演習(２科目 100分)】では、中学入試の過去問題を、入試と同じ時間を計って解き、 

授業の解説または添削指導につなげていきます。演習時間分は授業料が半額となります。 

 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

一般受験コース 
Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期 

(7/23～8/23） 

24日間 

（２科目） 

演習国語  10：15～11：05 

演習算数  11：10～12：00 

算数     12：30～14：00 

国語     14：05～15：35 

演習 

2400分 

授業 

4320分 

 

[6720分] 

講習料 121,440円 

諸費 2,000円 

 

合計 123,440円 

（４科目） 

演習国語  10：15～11：05 

演習算数  11：10～12：00 

算数     12：30～14：00 

国語     14：05～15：35 

理科     15：55～16：45 

社会     16：50～17：40 

演習 

2400分 

授業 

6720分 

 

[9120分] 

講習料 174,240円 

諸費 2,000円 

 

合計 176,240円 

 

上記料金に消費税８％が加算されます。 

 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

帰国受験コース 
Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期 

(7/23～8/23） 

24日間 

（３科目） 

演習国語  10：15～11：05 

演習算数  11：10～12：00 

算数     12：30～14：00 

国語     14：05～15：35 

英語     15：55～17：25 

演習 

2400分 

授業 

6480分 

 

[8880分] 

講習料 197,040円 

諸費 2,000円 

 

合計 199,040円 

（２科目） 

演習国語  10：15～11：05 

演習算数  11：10～12：00 

算数     12：30～14：00 

国語     14：05～15：35 

演習 

2400分 

授業 

4320分 

 

[6720分] 

講習料 121,440円 

諸費 2,000円 

 

合計 123,440円 

英語     15：55～17：25 2160分 

講習料 75,600円 

諸費 2,000円 

合計 77,600円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 



中学部のご案内 
 

中学 1年生  

数学・・・「速さ」「食塩水」などの典型的なものから応用問題まで、方程式の総復習を徹底的に行ないます。 

国語・・・指示語と接続語をカギとする読解法と、通常授業では扱いにくい文法内容を扱います。 

英語・・・動詞と助動詞、名詞と形容詞など、英語の土台となる分野をしっかり固めます。 
 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

Ⅲ期・Ⅳ期 

(8/11～8/23） 
12日間 

英語  17：50～18：40 

国語 18：45～19：35 

数学 19：40～20：30 

1800分 

講習料 34,200円 

諸費 2,000円 

 

合計 36,200円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 

 

中学 2年生  

数学・・・連立方程式・関数・図形の復習をしながらこれからの学習に役立つ発展問題に取り組みます。 

国語・・・読解問題だけでなく、古文の学習にもつながる「助動詞」を扱います。 

英語・・・前期に学習した「助動詞」「不定詞」「動名詞」は入試にも頻出。応用までカバーします。 
 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

Ⅰ期・Ⅱ期 

(7/23～8/5） 
12日間 

英語  17：50～18：40 

国語 18：45～19：35 

数学 19：40～20：30 

1800分 

講習料 34,200円 

諸費 2,000円 

 

合計 36,200円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 

 

中学３年生一般コース 数学・英語・国語・・・総まとめ 

 

【演習(２科目 100分)】では、高校入試の過去問題を、入試と同じ時間を計って解き、 

授業の解説または添削指導につなげていきます。演習時間分は授業料が半額となります。 

 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期 
(7/23～8/23） 

24日間 

英語 B   14：05～15：35 

国語 B   15：55～17：25 

数学 B  17：30～19：00 

演習国 B 19：20～20：10 

演習数 B 20：15～21：05 

演習 

2400分 

授業 

6480分 

 

[8880分] 

講習料 168,960円 

諸費 2,000円 

 

合計 170,960円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 



中学３年生慶應 SFC コース 数学・英語・国語・・・総まとめ 

 

【演習(２科目 100分)】では、高校入試の過去問題を、入試と同じ時間を計って解き、 

授業の解説または添削指導につなげていきます。演習時間分は授業料が半額となります。 

 
 

期間 日数 科目と時間割 総分数 費用 

Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期 
(7/23～8/23） 

24日間 

演習国   13：55～14：45 

演習数   14：55～15：45 

数学     15：55～17：25 

国語     17：30～19：00 

英語 SFC  19：20～20：50 

演習 

2400分 

授業 

6480分 

 

[8880分] 

講習料 197,040円 

諸費 2,000円 

 

合計 199,040円 

上記料金に消費税８％が加算されます。 

 

8/24(日)～9/1(月)は休校です。 

新学期は、9/2(火)開講です！ 
 

 

◆あざみ野駅へのアクセス◆ 

・田園都市線・・・・ 「渋谷」より急行で２０分 

     「溝の口」より急行で８分 

    「中央林間」より急行で１４分 

・横浜市営地下鉄・・ 「横浜」より２８分 

      「新横浜」より１７分 

 

 

 

★ 東急田園都市線・横浜市営地下鉄線「あざみ野」 

駅下車。東口(東急ストア側)を出た通りを左側に 

徒歩３分（途中にブック・オフがあります）。 


