
  

 

 

 

 
 

夏期講習は、入会金がかかりません。 

夏期講習お申込み後の追加授業や 

スケジュール変更も可能です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

■小学生のコース例   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 表示されている金額は当塾の授業を初めて受けられる方のみの特別料金（税込）です。  ※ 教材費１教科につき 1,100円（税込）がかかります。 

１回の授業は１：２の

個別指導８０分です。 

１回の授業は１：２の個別指導

８０分＋確認トレーニングです。 

夏 期 
講 

習 

 

 

体 験 授 業 

申込方法  最寄りの教室へお電話・または

ホームページにて、面談日時の

ご予約をお願いいたします。 

お問合せ 面談・体験 

塾の基本方針や授業についてご説明する

とともに、ご本人の学習状況・成績・目標

や塾へのご要望などをおうかがいします。 

授業 

夏期講習終了後、ご希望に

より正規入会することが

できます。 

お気軽にお問い合わせください。 

お電話おまちしています。 

１回の授業は１：２の 

個別指導８０分です。 

７／４（月）～ 

８／２７（土） 

学年 科目 回数

小１ 計算・文章題定着コース 1科 5回 16,500 円

～ 弱点復習コース 1科 4回 13,200 円

小３ 新学期予習コース 2科 10回 33,000 円

苦手克服！基礎からおさらいコース 1科 6回 19,800 円

「復習＋２学期予習」コース 2科 10回 33,000 円

読解力アップコース 1科 5回 16,500 円

【受験】 中学受検スタートコース 2科 12回 39,600 円

苦手克服！基礎からおさらいコース 1科 6回 19,800 円

「復習＋２学期予習」コース 2科 12回 39,600 円

発展問題チャレンジコース 1科 5回 16,500 円

小学生のうちに差をつける英語コース 1科 6回 19,800 円

【受験】 都立中学受検コース 適性 16回 52,800 円

【受験】 実力をつける！中学受検コース 4科 32回 105,600 円

「苦手単元」定着コース 1科 6回 19,800 円

「復習＋２学期予習」コース 2科 12回 39,600 円

「小数・分数・割合」克服コース 1科 8回 26,400 円

中学英語先取りコース 1科 6回 19,800 円

【受験】 「弱点科目」強化コース 1科 12回 46,200 円

【受験】 都立中学受検コース 適性 40回 154,000 円

【受験】 ４科受験総合コース 4科 48回 184,800 円

小４

小５

小６

コース 授業料 学年 科目 回数

応用力養成ハイレベルコース 2科 12回 39,600 円

基礎復習コース 2科 10回 33,000 円

計算強化コース 1科 6回 19,800 円

英検対策コース 1科 8回 26,400 円

予習・復習　標準コース 3科 15回 49,500 円

２学期先取り！完全予習コース 2科 8回 26,400 円

予習・復習　標準コース 2科 14回 46,200 円

中１の基礎から復習コース 1科 8回 26,400 円

数学文章題特訓コース 1科 4回 13,200 円

２学期先取り！完全予習コース 2科 10回 33,000 円

【受験】 夏からスタート！高校入試準備コース 3科 18回 59,400 円

【受験】 難関校受験コース 3科 21回 69,300 円

【受験】 中学内容総復習コース 3科 27回 103,950 円

【受験】 英語長文読解コース 1科 5回 19,250 円

【受験】 関数完成コース 1科 8回 30,800 円

私立・国立中学フォローアップコース 2科 10回 33,000 円

【受験】 都立理社強化コース 2科 24回 92,400 円

【受験】 難関私立・国立高校受験コース 3科 36回 138,600 円

【受験】 高校入試３科パックコース 3科 42回 161,700 円

【受験】 高校入試５科パックコース 5科 50回 192,500 円

コース

中１

中２

中３

授業料 学年 科目 回数

中学内容総復習（英・数）コース 2科 12回 39,600 円

１学期復習コース 1科 6回 19,800 円

新学期予習コース 2科 12回 39,600 円

大学受験への実力養成コース 2科 14回 46,200 円

１学期復習＋２学期予習コース 1科 7回 23,100 円

【受験】 夏からの大学入学共通テスト対策コース 2科 10回 33,000 円

【受験】 今からの英文法マスターコース 1科 8回 26,400 円

古典文法演習コース 1科 5回 16,500 円

化学の計算問題　徹底演習コース 1科 6回 19,800 円

内部進学サポートコース 2科 12回 39,600 円

【受験】 私大受験パックコース（理系・文系） 3科 36回 146,520 円

【受験】 大学入学共通テスト対策コース 4科 32回 130,240 円

内部進学サポートコース 2科 12回 39,600 円

【受験】 基礎からの英語長文対策コース 1科 6回 24,420 円

【受験】 小論文対策コース 1科 7回 28,790 円

【受験】 入試実力養成コース 1科 8回 32,560 円

【受験】 看護・医療系受験コース 1科 6回 24,420 円

【受験】 志望校別過去問演習コース 3科 30回 122,100 円

【受験】 入試基礎力養成コース 1科 10回 40,700 円

【受験】 大学入学共通テスト対策コース 2科 16回 65,120 円

授業料コース

高３

高卒

高１

高２

（小・中学生） 
 

過去に出題された英検・数検・漢検の検定問題に取り

組み、力試しをするイベントです。すでに受検を予定

している方は対策の一環として、また「検定ってどん

なもの？」という方はお試しで、ご利用ください。 

 

（小学生） 
 

筒中をのぞくと、 

キラキラした模様が見える「万華鏡」の世界。 

なぜきれいな模様がみえるのでしょうか。 

今年の夏は光の不思議を知って自分だけのキラキラ

かがやく万華鏡をつくろう！ 

（小・中学生） 
 

夏期講習で学んだことを、復習し、確実に定着させる

ための勉強会です。難しいと感じた問題も自分の力

で解けるようになるために、この勉強会で力をつけ

ましょう。９月以降のステップアップにつなげるた

めの大切なイベントです。 

（小・中学生） 
 

この勉強会では、苦手な科目・苦手な単元の克服や

学校・塾の課題などに取り組みます。また、集中力

を持続させた経験を通して、新学期からも質の高い

勉強ができるようにすることも目的の一つです。 

（小・中学生） 
 

学校から出た夏休みの宿題に早めに取

りかかるためのイベントです。しっか

りと計画を立てて宿題に取り組み、充

実した夏休みを送るために、このイベ

ントである程度めどをつけましょう！ 

 

（中３受験生） 
 

会場テストで好成績を出すため

の演習会です。時間配分・問題

形式などポイントを解説しま

す。演習後には復習の仕方など、

実力を伸ばしていくための勉強

法を個別的に指導します。 

 

 

（中３受験生） 
 

夏期講習で学習してきたことをどれだけ覚えている

のか!? 入試問題の中で活用できるのか!? Ｖもぎに

挑戦することにより、夏期講習の成果を知り、今後の

学習に繋げます。 

（高校生） 
 

普段の勉強の中で「苦手だ」と感じる単元はあります

か？苦手な単元が増えると、テストや入試において

「伸び悩み」の原因となってしまいます。それを避け

るためにも、自分自身の弱点を早めに認知し、基礎に

遡って積み上げ直す機会が必要です。 

この勉強会では、それぞれの克服したい One Unit

（１単元）を徹底的に勉強し直すことが目的です。こ

の機会を有効活用して、夏休み中の弱点克服を目指

しましょう。 

（高校生） 
 

大学入試や定期テストに活かせる計算力を鍛えるた

めの勉強会です。計算は数学の基本です。これまでに

学習した範囲の計算問題を数多く解いて、正確さと

スピードの向上を図りましょう。高１・２生は９月以

降の学習を進める上で重要となる計算問題を、また、

受験生は全般的な計算問題を扱います。学習状況に

合わせて個別に進める内容ですので、高校生ならど

なたでも参加できます。数学が得意な方も苦手な方

も、ぜひご参加ください。 

【オンライン】（中３受験生） 
 

都立・私立上位校で出題される難関入試問題の完全

正答を目指す講座です。教科書には載っていない、効

率よく得点力を高める解法・裏技を伝授します。 

上位校合格を目指す方は、ぜひご参加ください。 

（高１・高２生） 
 

新しい制度での大学入試がスタートして２年が経ち

ます。変革の最中にある大学入試は、今後も様々な変

化が予想されます。高 1、高 2 の皆さんは、将来に

ついて早めに検討し、進学の準備を進めることの重

要性を強く意識しながら、日々の生活を送りましょ

う。ガイダンスでは、「今からやるべき大学入試に向

けた学習について」、「知っておかなくてはいけない

大学入試の制度」などを中心に解説していきます。大

変参考となる内容になっていますので、充実した高

校生活を送るために、ぜひご参加ください。 

学習イベント・特設講座も充実！  

ベスト個別指導塾では、２０２２年１１月に行われる ESAT-J や英検の対策として、中学教科書から英検準１級レベルまで対応するスピーキング講座を、 

また中１・中２の早い時期から、お手軽に理科・社会の受験対策ができる特別講座も、常時開講しています。詳しくはお問い合わせください。 

＜高校生対象＞ 

通称「ブロバン！」大手予備校、超一流

講師陣の講義映像を受講できる学習方式

です。ポイント理解から解法の完全定着

まで、予習なしで進めることができま

す。講座は２００以上！ご要望にあった

講座が必ずあるはずです。 

＜小学生対象＞プログラ

ミングならベスト個別指

導塾の QUREO！タイピ

ングもメキメキ上達！ 

始めるなら今！  

国・数・英 

理・社 


