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enaenaenaena デトロイトデトロイトデトロイトデトロイト        

夏夏夏夏期講習期講習期講習期講習２０１４２０１４２０１４２０１４ 
 

【第１期】６月２３日（月）～７月 ４日（金）（１０日間・クラス指導＋個別指導） 

【第２期】 ７月７日（月）～７月１８日（金）（１０日間・クラス指導＋個別指導） 

＠＠＠＠enaenaenaena デトロイトデトロイトデトロイトデトロイト        
    

※ 1 日・１科目からでも受講できます。 

※ 第１期・第２期中の通常授業はございません。 

※ 第１期と第２期の両方に開講される授業は、同内容です。都合の良い日程をお選び下さい。 

（ただし、小６・中３は第１期・第２期通期の２０日間のカリキュラムになります。） 

※１日完結の授業は、１日～最長２０日間の中からご予定にあわせてご参加下さい。 

夏夏夏夏 にににに J u m p !J u m p !J u m p !J u m p !     e n ae n ae n ae n a デ ト ロ イ トデ ト ロ イ トデ ト ロ イ トデ ト ロ イ ト 夏 期 講 習夏 期 講 習夏 期 講 習夏 期 講 習    

夏期講習２０１４ Ver. 1.2 



◆◆◆◆    開設開設開設開設コースコースコースコース・・・・科目科目科目科目・・・・時間時間時間時間・・・・授業内容授業内容授業内容授業内容    ◆◆◆◆    
    

【【【【第第第第１１１１期期期期】】】】    
9:00-10:20 小小小小５５５５受験受験受験受験国語国語国語国語        

グリムスクールグリムスクールグリムスクールグリムスクール    

（9:20-10:20）    

漢字算数道場漢字算数道場漢字算数道場漢字算数道場    

（9:20-10:20）    

小小小小６６６６・・・・中中中中３３３３演習演習演習演習    

高校高校高校高校個別数学個別数学個別数学個別数学 AAAA    

SAT MSAT MSAT MSAT M    

個別個別個別個別 AAAA    

        

10:25-11:45 小小小小５５５５受験受験受験受験算数算数算数算数        

小小小小５５５５標準標準標準標準国算国算国算国算    

（（（（各各各各４０４０４０４０分分分分））））    

小小小小６６６６標準標準標準標準算国算国算国算国    

（（（（各各各各４０４０４０４０分分分分））））    

小小小小６６６６・・・・中中中中３３３３演習演習演習演習    SAT VSAT VSAT VSAT V    個別個別個別個別 BBBB    

        

11:50-13:10 小小小小６６６６受験算数受験算数受験算数受験算数    中中中中２２２２国語国語国語国語    

小小小小４４４４受験国算受験国算受験国算受験国算    

（（（（各各各各４０４０４０４０分分分分））））    

小小小小４４４４標準標準標準標準算国算国算国算国    

（（（（各各各各４０４０４０４０分分分分））））    

中中中中３３３３演習演習演習演習        個別個別個別個別 CCCC    

        
13:30-14:50 小小小小６６６６受験国語受験国語受験国語受験国語    中中中中２２２２数学数学数学数学        受験英作文受験英作文受験英作文受験英作文    中中中中３３３３演習演習演習演習    TOEFLTOEFLTOEFLTOEFL    個別個別個別個別 DDDD    

        
14:55-16:15 中中中中１１１１国語国語国語国語    中中中中３３３３数学数学数学数学        英文法英文法英文法英文法レベルレベルレベルレベル１１１１    小小小小６６６６演習演習演習演習    高校高校高校高校国語国語国語国語・・・・小論文小論文小論文小論文    個別個別個別個別 EEEE    

        
16:20-17:40 中中中中１１１１数学数学数学数学    中中中中３３３３国語国語国語国語        英検準英検準英検準英検準１１１１級級級級    小小小小６６６６演習演習演習演習    高校個別数学高校個別数学高校個別数学高校個別数学ＢＢＢＢ    個別個別個別個別 FFFF    

                    

    

【【【【第第第第 2222 期期期期】】】】    
9:00-10:20 中学理科中学理科中学理科中学理科（（（（２２２２分野分野分野分野））））    小中社会小中社会小中社会小中社会（（（（歴史歴史歴史歴史））））    英検英検英検英検２２２２級級級級    英検準英検準英検準英検準１１１１級級級級    小小小小６６６６・・・・中中中中３３３３演習演習演習演習        個別個別個別個別 AAAA    

        
10:25-11:45 中学理科中学理科中学理科中学理科（（（（１１１１分野分野分野分野））））    小中社会小中社会小中社会小中社会（（（（地理地理地理地理））））    英文法英文法英文法英文法レベルレベルレベルレベル 1111        小小小小６６６６・・・・中中中中３３３３演習演習演習演習    SAT VSAT VSAT VSAT V    個別個別個別個別 BBBB    

        
11:50-13:10 小小小小６６６６受験算数受験算数受験算数受験算数    中中中中２２２２国語国語国語国語    英文法英文法英文法英文法レベルレベルレベルレベル２２２２        中中中中３３３３演習演習演習演習    大学入試英語大学入試英語大学入試英語大学入試英語    個別個別個別個別 CCCC    

        
13:30-14:50 小小小小６６６６受験国語受験国語受験国語受験国語    中中中中２２２２数学数学数学数学    受験英作文受験英作文受験英作文受験英作文        中中中中３３３３演習演習演習演習    TOEFLTOEFLTOEFLTOEFL    個別個別個別個別 DDDD    

        
14:55-16:15 中中中中１１１１国語国語国語国語    中中中中３３３３数学数学数学数学    英検準英検準英検準英検準２２２２級級級級        小小小小６６６６演習演習演習演習    高校高校高校高校国語国語国語国語・・・・小論文小論文小論文小論文    個別個別個別個別 EEEE    

        

16:20-17:40 中中中中１１１１数学数学数学数学    中中中中３３３３国語国語国語国語    英検英検英検英検１１１１級級級級        小小小小６６６６演習演習演習演習    

高校個別数学高校個別数学高校個別数学高校個別数学    

SAT MSAT MSAT MSAT M    

個別個別個別個別 FFFF    

                    

    

○ 非受験学年は、通常授業約２ヶ月分の授業量で（グリム・漢字算数・小４標準・小３は１ヶ月分）、楽しく学びながら前期までの復習と後期の先取りを行い、

良い学習習慣の形成・定着をはかります。 

○ 受験学年は、通常授業約 4 ヶ月分の授業量！ アメリカにいながら、日本の子に負けない学習量で、志望校合格へ向けた徹底指導。帰国生入試で２０年以

上の実績を誇る ena ならではの面倒見の良さで、確かな手応えを感じてください。 

 

【【【【小小小小・・・・中学部中学部中学部中学部】】】】

    

＋＋＋＋ 漢字漢字漢字漢字・・・・算数道場算数道場算数道場算数道場    

（（（（初初初初・・・・中中中中・・・・上級上級上級上級））））ともにともにともにともに 9:9:9:9:２０２０２０２０～～～～10:10:10:10:２０２０２０２０（（（（60606060 分分分分））））    

    

【【【【初級初級初級初級】】】】    第第第第 1111 期前期前期前期前半半半半    6666////２４２４２４２４・・・・２６２６２６２６グリムグリムグリムグリム, , , , ２３２３２３２３・・・・２５２５２５２５・・・・２７２７２７２７漢字算数漢字算数漢字算数漢字算数    

    

【【【【中級中級中級中級】】】】    第第第第１１１１期前半期前半期前半期前半    6/6/6/6/２３２３２３２３・・・・２５２５２５２５・・・・２７２７２７２７グリムグリムグリムグリム, , , , 6/6/6/6/２４２４２４２４・・・・２６２６２６２６漢字算数漢字算数漢字算数漢字算数    

    またまたまたまたはははは    第第第第１１１１期後半期後半期後半期後半    6/306/306/306/30・・・・7/27/27/27/2・・・・7/47/47/47/4 グリムグリムグリムグリム, , , , 7/17/17/17/1・・・・3333 漢字算数漢字算数漢字算数漢字算数    

    

【【【【上級上級上級上級】】】】    第第第第１１１１期後半期後半期後半期後半    7777////1111・・・・3333 グリムグリムグリムグリム, , , , 6/306/306/306/30・・・・7/27/27/27/2・・・・４４４４漢字算数漢字算数漢字算数漢字算数    
    

○○○○小学生対象無学年制小学生対象無学年制小学生対象無学年制小学生対象無学年制。。。。初級初級初級初級はははは小小小小１１１１～～～～小小小小４４４４程度程度程度程度。。。。中級中級中級中級はははは小小小小３３３３～～～～小小小小６６６６程度程度程度程度。。。。上級上級上級上級はははは

小小小小４４４４～～～～中中中中１１１１程度程度程度程度がががが目安目安目安目安ですですですです。。。。    

○○○○グリムスクールグリムスクールグリムスクールグリムスクールとととと漢字算数道場漢字算数道場漢字算数道場漢字算数道場とのとのとのとのセットセットセットセット受講受講受講受講をおすすめしますをおすすめしますをおすすめしますをおすすめしますがががが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ

単独単独単独単独のののの受講受講受講受講もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、他他他他のののの授業授業授業授業とのとのとのとの組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせ受講受講受講受講もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。    

    ♪♪♪♪グリムスクールグリムスクールグリムスクールグリムスクールとはとはとはとは    

 グリムスクールでは72 種類の「作戦」を使っていろいろな角度から本を読みま

す。これらの作戦によって、本の世界に子供たちをひきこむだけでなく、同時に語

彙力、表現力、記憶力なども養います。自分の力で本を一冊読み通すとともに、国

語力の全般的な向上を図ります。 

    

    ♪♪♪♪漢字漢字漢字漢字・・・・算数道場算数道場算数道場算数道場とはとはとはとは    
    
 漢字：独自のメソッドで、楽しみながら漢字を覚えていきます。 

 算数：必要最低限の計算を身につけると同時に、文章題を解くために重要な「問題を算数

に翻訳する力」を養います。 

 

◇◇◇◇小小小小１１１１～～～～小小小小３３３３はははは「「「「グリムスクールグリムスクールグリムスクールグリムスクール＋＋＋＋漢字算数漢字算数漢字算数漢字算数」」」」をごをごをごをご受講下受講下受講下受講下さいさいさいさい。。。。    
    

◇◇◇◇小小小小 4444 標準標準標準標準（（（（算数算数算数算数・・・・国語国語国語国語））））    11:11:11:11:50505050～～～～13:1013:1013:1013:10（（（（４０４０４０４０分分分分××××2222））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    

国語：物語、ずい筆、説明文、詩等 

算数：大きな数、円と球、割り算、整理の仕方、小数、グラフ、三角形と角・文章題等 

    

◇◇◇◇小小小小 4444 受験受験受験受験（（（（国語国語国語国語・・・・算数算数算数算数））））    11:5011:5011:5011:50～～～～13:1013:1013:1013:10（（（（40404040 分分分分××××2222））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/26/26/26/23333～～～～7/47/47/47/4）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    

国語：物語、ずい筆、伝記・説明文・記録文、詩、ことばのきまり等 

算数：大きな数、整数・小数の計算・図形の基礎・面積・グラフ・規則性・文章題等 



◇◇◇◇小小小小 5555 標準標準標準標準（（（（国語国語国語国語・・・・算数算数算数算数））））    10:10:10:10:２５２５２５２５～～～～11:11:11:11:４５４５４５４５（（（（44440000 分分分分××××2222））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    
国語：物語文，説明文，伝記、詩等 

算数：整数と小数、小数の計算、垂直と平行、計算のきまり、いろいろな文章題等 

◇◇◇◇小小小小 5555 受験受験受験受験（（（（国語国語国語国語・・・・算数算数算数算数））））     9 9 9 9::::00000000～～～～11111111::::45454545（（（（80808080 分分分分××××2222））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    
国語：漢字，物語文，説明文，随筆文，伝記・脚本、詩等 

算数：小数の計算、三角形と四角形、体積、約数と倍数、分数、単位量あたり、速さ、

規則性、いろいろな文章題等 

◇◇◇◇小小小小 6666 標準標準標準標準（（（（算数算数算数算数・・・・国語国語国語国語））））    10:10:10:10:２５２５２５２５～～～～11:11:11:11:４５４５４５４５（（（（40404040 分分分分××××2222））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/7/7/7/4444））））（（（（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    
国語：漢字，物語文，随筆文，論説文，詩等 

算数：倍数と約数，平均・単位量あたり、速さ，分数の計算，比とその利用等 

◇◇◇◇小小小小 6666 受験受験受験受験（（（（国語国語国語国語・・・・算数算数算数算数））））    １１１１1111：：：：50505050～～～～11114:504:504:504:50（（（（80808080 分分分分××××２２２２））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/26/26/26/23333～～～～7/47/47/47/4））））およびおよびおよびおよび第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））（（（（全全全全 20202020 日間日間日間日間））））]]]]    
国語：漢字、知識事項のまとめ、物語、伝記・脚本、随筆、説明文、論説文、記録文、詩歌、

総合演習 

算数：割合、比、平面図形、立体図形、速さ、場合の数、総合演習 

◇◇◇◇小小小小 6666 演習演習演習演習    （（（（国語国語国語国語・・・・算数算数算数算数））））    9999：：：：00000000～～～～11:4511:4511:4511:45＋＋＋＋14:5514:5514:5514:55～～～～17:4017:4017:4017:40    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/6/6/6/23232323～～～～7/47/47/47/4））））およびおよびおよびおよび第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 20202020 日間日間日間日間））））]]]]    
 受験コースを受講している人のための演習コースです。毎日、ena の開校から閉校まで、授

業時間以外の間、国語・算数の演習プリントに取り組みます。基礎演習プリント・テーマ別プ

リント・過去問演習プリント等、さまざまな演習問題で鍛えます。国・算または算・英作受講

者は無料、その他の受講者は１日あたり８０分扱いとなります。 

◇◇◇◇中中中中 1111（（（（国語国語国語国語・・・・数学数学数学数学））））    14:5514:5514:5514:55～～～～11117777::::40404040（（（（88880000 分分分分××××2222））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））またはまたはまたはまたは第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    
  国語：漢字・語句，小説，論説文，詩，随筆、古典・短歌・俳句、文法等 

  数学：正負の数，文字式，方程式、文章題等 

◇◇◇◇中中中中 2222（（（（国語国語国語国語・・・・数学数学数学数学））））    11:5011:5011:5011:50～～～～14141414::::55550000（（（（88880000 分分分分××××2222））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））またはまたはまたはまたは第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    
  国語：漢字・語句，小説，論説文，詩・短歌・俳句、随筆、古典、文法等 

  数学：方程式，比例・反比例，式の計算，連立方程式，１次関数、図形等 

◇◇◇◇中中中中 3333（（（（国語国語国語国語・・・・数学数学数学数学））））     14 14 14 14::::55555555～～～～17171717::::55550000（（（（88880000 分分分分××××2222））））    
    [[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））およびおよびおよびおよび第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 20202020 日間日間日間日間））））]]]]    

国語：漢字・語句，小説，論説文，短歌・俳句，文法等 

  数学：式の計算，方程式・不等式，平行と合同、三角形と四角形、相似、展開・

因数分解，平方根，2 次方程式、関数と図形，三平方の定理，総合演習 

◇◇◇◇中中中中３３３３演習演習演習演習    （（（（国語国語国語国語・・・・数学数学数学数学））））    9999：：：：00000000～～～～14:5014:5014:5014:50    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/6/6/6/23232323～～～～7/47/47/47/4））））およびおよびおよびおよび第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 20202020 日間日間日間日間））））]]]]    
 受験コースを受講している人のための演習コースです。毎日、ena の開校から閉校まで、授

業時間以外の間、国語・数学の演習プリントに取り組みます。基礎演習プリント・テーマ別プ

リント・過去問演習プリント等、さまざまな演習問題で鍛えます。国数２科目以上受講者は無

料、その他の受講者は１日あたり８０分の請求となります。 

 

【【【【英文法英文法英文法英文法・・・・作文作文作文作文・・・・理社理社理社理社そのそのそのその他他他他】】】】    
◇◇◇◇英文法英文法英文法英文法レベルレベルレベルレベル１１１１    

第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））    14:14:14:14:55555555～～～～16161616::::15151515（（（（80808080 分分分分））））またはまたはまたはまたは    

第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））                1111００００::::２２２２5555～～～～11:4511:4511:4511:45（（（（80808080 分分分分））））（（（（全全全全１１１１００００日間日間日間日間））））    

  中学レベルの英文法をしっかり固めるクラスです。 

◇◇◇◇英文法英文法英文法英文法レベルレベルレベルレベル２２２２    

第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））                11:11:11:11:50505050～～～～13131313::::10101010（（（（80808080 分分分分））））（（（（全全全全１１１１００００日間日間日間日間））））    

 中学文法の重要部分を復習してから、高校レベルの英文法の主要部分を終わらせ

るクラスです。 

◇◇◇◇中学理科中学理科中学理科中学理科（（（（２２２２分野総合分野総合分野総合分野総合））））    9999::::00000000～～～～10101010::::20202020（（（（88880000 分分分分））））    
    [[[[第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全１０１０１０１０日間日間日間日間））））]]]]    
中学理科２分野（生物・地学）の重要部分を１０日間で総復習します。中２・中

３生対象ですが、中１生の受講も可能です。 

◇◇◇◇中学理科中学理科中学理科中学理科（（（（１１１１分野総合分野総合分野総合分野総合））））    10:2510:2510:2510:25～～～～11:4511:4511:4511:45（（（（80808080 分分分分））））    
    [[[[第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全１０１０１０１０日間日間日間日間））））]]]]    
中学理科 1 分野（物理・化学）の重要部分を１０日間で総復習します。中２・中

３生対象ですが、中１生の受講も可能です。 

 

 

◇◇◇◇小中社会小中社会小中社会小中社会（（（（歴史総復習歴史総復習歴史総復習歴史総復習））））    9:009:009:009:00～～～～10:2010:2010:2010:20（（（（80808080 分分分分））））    
    [[[[第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全１０１０１０１０日間日間日間日間））））]]]]    
小５～中３対象。小中で習う日本史・世界史の最重要部分を１０日間で完成させ

ます。 

◇◇◇◇小中社会小中社会小中社会小中社会（（（（地理総復習地理総復習地理総復習地理総復習））））    10:2510:2510:2510:25～～～～11:4511:4511:4511:45（（（（80808080 分分分分））））    
    [[[[第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全１０１０１０１０日間日間日間日間））））]]]]    
小５～中３対象。小中で習う日本地理・世界地理の最重要部分を１０日間で完成

させます。 

    

◇◇◇◇受験英作文受験英作文受験英作文受験英作文    13:13:13:13:30303030～～～～14:14:14:14:50505050（（（（80808080 分分分分））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/26/26/26/23333～～～～7/47/47/47/4））））またはまたはまたはまたは第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    
 頌栄・慶応湘南・同志社国際等、帰国枠中学入試・高校入試の英作文対策クラス

です。１０日間以上履修したい方はご相談下さい。 

 

【【【【高校部高校部高校部高校部】】】】    

○ 通常授業最長約４ヶ月分の授業量で、夏に鍛えます！ 統一試験・受験

対策等、目的に合わせて有意義な夏休みに！ 

○ 英検対策等、その他のコマも組み合わせて受講できます。 
    

◇◇◇◇TOEFLTOEFLTOEFLTOEFL                                    13:13:13:13:30303030～～～～14:14:14:14:50505050（（（（80808080 分分分分））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/6/6/6/23232323～～～～7/47/47/47/4））））またはまたはまたはまたは第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（最長最長最長最長１０１０１０１０日間日間日間日間））））]]]]    
 TOEFL 対策演習クラスです。Reading 中心に鍛えます。１日～最長１０日間の中か

らご予定にあわせてご参加下さい。第１期と第２期は同内容です。 

    

◇◇◇◇SAT SAT SAT SAT Verbal  Verbal  Verbal  Verbal          10101010::::25252525～～～～11111111::::45454545（（（（80808080 分分分分））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））またはまたはまたはまたは第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））（（（（最長最長最長最長１０１０１０１０日間日間日間日間））））]]]]    
 SAT I の Critical Reading と Writing の対策クラスです。１日完結のカリキュラムで

す。１日～最長１０日間の中からご予定にあわせてご参加下さい。第１期と第２期

は同内容です。 
 

◇◇◇◇SAT SAT SAT SAT Math  Math  Math  Math              

第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））        9999::::00000000～～～～10101010::::20202020（（（（80808080 分分分分））））およびおよびおよびおよび    

第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））                11116666::::２２２２0000～～～～17:4017:4017:4017:40（（（（80808080 分分分分））））    

 SAT I の Math セクション及び Subject Test Math 2 の対策クラスです。１日完結の

カリキュラムです。１日～最長２０日間の中からご予定にあわせてご参加下さい。 
 

◇◇◇◇高校個別数学高校個別数学高校個別数学高校個別数学 AAAA・・・・ＢＢＢＢ            

第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））    9999::::00000000～～～～10101010::::20202020（（（（80808080 分分分分））））AAAA およびおよびおよびおよび    

第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））                11116666::::２２２２0000～～～～17:4017:4017:4017:40（（（（80808080 分分分分））））BBBB    

 数ⅠA、数ⅡB、数ⅢC 等。５人までの個別指導で対応します。１日～最長２０日

間の中からご予定にあわせてご参加下さい。A, B の違いは時間帯だけです。A+B ダ

ブルでの受講も可能です。 

    

◇◇◇◇高校高校高校高校国語国語国語国語＋＋＋＋小論文小論文小論文小論文    14141414::::55555555～～～～16161616::::15151515（（（（80808080 分分分分））））    
[[[[第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））およびおよびおよびおよび第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））（（（（最長最長最長最長２０２０２０２０日間日間日間日間））））]]]]    
 頻出テーマを中心に実力を養成します。１日完結のカリキュラムです。１日～最

長２０日間の中からご予定にあわせてご参加下さい。 

 

◇◇◇◇大学入試英語大学入試英語大学入試英語大学入試英語    

第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））                11:11:11:11:50505050～～～～13131313::::10101010（（（（80808080 分分分分））））（（（（全全全全１１１１００００日間日間日間日間））））]]]]    

 

 国公立・早稲田・MARCH 等、受験当日に英語の試験がある大学に備えるクラス

です。過去問演習を中心に、厳しく鍛えます。 



【【【【英検対策英検対策英検対策英検対策】】】】    
    

 抜群の合格率！ 通常授業約２ヶ月分の授業量で、一気に実力をＵＰしよう！ 
 

◇◇◇◇英検英検英検英検 1111 級対策級対策級対策級対策        16161616:20:20:20:20～～～～17171717::::40404040（（（（80808080 分分分分））））    
[[[[第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    

     単語，文法，読解，作文，リスニング，類題演習 

◇◇◇◇英検準英検準英検準英検準 1111 級対策級対策級対策級対策        

第第第第１１１１期期期期（（（（6/236/236/236/23～～～～7/47/47/47/4））））    16161616::::20202020～～～～17171717::::40404040（（（（80808080 分分分分））））またはまたはまたはまたは    

第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818））））                 9 9 9 9::::00000000～～～～10:2010:2010:2010:20（（（（80808080 分分分分））））（（（（全全全全１１１１００００日間日間日間日間））））    

     単語，文法，読解，作文，リスニング，類題演習 

◇◇◇◇英検英検英検英検 2222 級対策級対策級対策級対策        9:009:009:009:00～～～～10:210:210:210:20000（（（（88880000 分分分分））））    
[[[[第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    
     単語，文法，読解，リスニング，類題演習 

◇◇◇◇英検準英検準英検準英検準 2222 級対策級対策級対策級対策    14:14:14:14:55555555～～～～16161616::::15151515（（（（80808080 分分分分））））    
[[[[第第第第２２２２期期期期（（（（7/77/77/77/7～～～～18181818）（）（）（）（全全全全 10101010 日間日間日間日間））））]]]]    
     単語，文法，読解，リスニング，類題演習 

 

※ そのそのそのその他他他他のののの級級級級につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、個別指導個別指導個別指導個別指導でででで対対対対応応応応いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

【【【【個別指導個別指導個別指導個別指導】】】】    
    

 赴任直後の現地校英語対策、編入対策、日本語作文、遅れている教

科の特訓等、通常のコースでは対応できないものや、今回の夏期講習

で開講されないものについては個別指導にて対応いたします。詳しくは

お問い合わせ下さい。 

[[[[各各各各クラスクラスクラスクラス５５５５名名名名以内以内以内以内]]]] 

    

◇◇◇◇個別指導個別指導個別指導個別指導 AAAA     9:00 9:00 9:00 9:00～～～～10:10:10:10:20202020（（（（80808080 分分分分））））    

◇◇◇◇個別指導個別指導個別指導個別指導 BBBB    10:10:10:10:25252525～～～～11:11:11:11:45454545（（（（80808080 分分分分））））    

◇◇◇◇個別指導個別指導個別指導個別指導 CCCC    11:11:11:11:50505050～～～～13131313::::10101010（（（（80808080 分分分分））））    

◇◇◇◇個別指導個別指導個別指導個別指導 DDDD    11113333::::30303030～～～～11114444::::55550000（（（（80808080 分分分分））））    

◇◇◇◇個別指導個別指導個別指導個別指導 EEEE    11114444::::55555555～～～～16161616::::15151515（（（（80808080 分分分分））））    

◇◇◇◇個個個個別指導別指導別指導別指導 FFFF    11116666::::20202020～～～～11117777::::40404040（（（（80808080 分分分分））））    

    
(A~Ｆのうち、履修が可能な時間帯をご指定下さい。) 

※時間割の決定は、講習の締め切り後になります。また、ご希望に添

えないこともありますのでご了承ください。 

◆◆◆◆    講習料金講習料金講習料金講習料金    ◆◆◆◆    
講習授業料＋講習諸費が講習料金となります。 

 

＜＜＜＜講習授業料講習授業料講習授業料講習授業料＞＞＞＞    

グリムグリムグリムグリム＋＋＋＋漢字算数漢字算数漢字算数漢字算数セットセットセットセット    

    ６０６０６０６０分分分分××××５５５５日日日日            ＄＄＄＄165.165.165.165.00000000    
    

    

小小小小 4444・・・・5555・・・・６６６６標準標準標準標準、、、、小小小小４４４４受験受験受験受験（（（（国国国国・・・・算算算算２２２２科目科目科目科目））））    

    （（（（４０４０４０４０分分分分××××２２２２））））××××１０１０１０１０日日日日        ＄＄＄＄440.440.440.440.00000000    

    

そのそのそのその他他他他ののののコースコースコースコースはははは全全全全てててて    

    １１１１科目科目科目科目（（（（    ８８８８００００分分分分））））××××１０１０１０１０日日日日        ＄＄＄＄４４０４４０４４０４４０....００００００００    

    １１１１科目科目科目科目（（（（    ８０８０８０８０分分分分））））××××２０２０２０２０日日日日        ＄＄＄＄８８８８８８８８００００....００００００００    

    ２２２２科目科目科目科目（（（（１６０１６０１６０１６０分分分分））））××××１０１０１０１０日日日日        ＄＄＄＄８８０８８０８８０８８０....００００００００    

    ２２２２科目科目科目科目（（（（１６０１６０１６０１６０分分分分））））××××２０２０２０２０日日日日    ＄＄＄＄１７６１７６１７６１７６００００....００００００００    

    ３３３３科目科目科目科目（（（（２４０２４０２４０２４０分分分分））））××××１０１０１０１０日日日日    ＄＄＄＄１３２０１３２０１３２０１３２０....００００００００    

        ３３３３科目科目科目科目（（（（２４０２４０２４０２４０分分分分））））××××２０２０２０２０日日日日    ＄＄＄＄２６４０２６４０２６４０２６４０....００００００００    

        ４４４４科目科目科目科目（（（（３２０３２０３２０３２０分分分分））））××××１１１１００００日日日日    ＄＄＄＄１７６０１７６０１７６０１７６０....００００００００    

 

＜＜＜＜講習諸費講習諸費講習諸費講習諸費＞＞＞＞    
    

各期各期各期各期一律一律一律一律    ＄＄＄＄１０１０１０１０    
     

※ 表にない場合はお問い合わせ下さい。 

※ 学外生は講習授業料、講習諸費の他に講習登録料＄３０を頂きます。 

※ 学外生の方はお申し込み時にチェックにてお支払いいただきます。 

※ 学内生の方は、後日 NY 本部よりインボイスを送付させていただき

ます。 

※ １日・１科目からでも参加できます。学費は日数で調整されます。

詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆    おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ・・・・おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ    ◆◆◆◆    
    

☆☆☆☆別紙申込書別紙申込書別紙申込書別紙申込書にごにごにごにご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、FaxFaxFaxFax、、、、eeee----mailmailmailmail、、、、郵送郵送郵送郵送、、、、持参持参持参持参

にてにてにてにて下記下記下記下記までおまでおまでおまでお申申申申しししし込込込込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。    

☆☆☆☆授業内容等授業内容等授業内容等授業内容等、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。    

☆☆☆☆申込申込申込申込〆〆〆〆切切切切    1111 期期期期：：：：6/6/6/6/14141414    2222 期期期期：：：：6/286/286/286/28    
 

（※定員のあるクラスにつきましては、定員になり次第締め切りとさせ

ていただきます。ご了承下さい。） 

 
 
 
 
 
 
 
 

デトロイト 
 

39885 Grand River Ave. #400, Novi, MI 48375 
Tel: 248-426-9720   Fax: 248-223-0805 

e-mail: ena.detroit@gmail.com 
 


