
2 日間 5 日間

〈優待〉 ※税込 

3/18 （土） ～ 3/19 （日） 15:30 ～ 17:30 3/25 （土） ～ 3/26 （日）

3/25 （土） ～ 3/26 （日） 13:00 ～ 16:00 3/28 （火） ～ 3/30 （木）

4/3 （月） ～ 4/4 （火） 15:30 ～ 17:30

2 日間 7 日間

〈優待〉 ※税込 

3/18 （土） ～ 3/19 （日） 18:45 ～ 20:45 3/23 （木） 3/24 （金） 理科・社会 18:00 ～ 21:00

3/25 （土） ～ 3/26 （日） 18:00 ～ 21:00 3/25 （土） ～ 3/26 （日）

4/3 （月） ～ 4/4 （火） 18:45 ～ 20:45 3/28 （火） ～ 3/30 （木）

※単独受講の場合（税込表示） <一般> <優待> 9 日間

〈優待〉 ※税込 

3/18 （土） ～ 3/19 （日） 英語・数学 18:30 ～ 21:00

3/25 （土） ～ 3/26 （日） 3/23 （木） ～ 3/24 （金） 理科・社会 18:00 ～ 21:00

3/28 （火） ～ 3/30 （木） 3/25 （土） ～ 3/26 （日）

3/28 （火） ～ 3/30 （木）

2 日間 10 日間

〈優待〉 ※税込 

3/18 （土） ～ 3/19 （日） 18:45 ～ 20:45 3/23 （木） ～ 3/24 （金） 理科・社会 18:00 ～ 21:00

3/25 （土） ～ 3/26 （日） 18:00 ～ 21:00 3/25 （土） ～ 3/26 （日）

4/3 （月） ～ 4/4 （火） 18:45 ～ 20:45 3/28 （火） ～ 3/30 （木）

4/9 （日） 合格もぎ 13:00 ～ 17:00

8 日間

※税込 

4/9 （日） 〈優待〉 ※税込 

3/18 （土） ～ 3/19 （日） 英語・数学 18:30 ～ 21:00

3/23 （木） ～ 3/24 （金） 理科・社会 18:00 ～ 21:00

※単独受講の場合（税込表示） <一般> <優待> 3/25 （土） ～ 3/26 （日）

3/28 （火） ～ 3/30 （木）

4/9 （日） 合格もぎ 13:00 ～ 17:30

3/25 （土） ～ 3/26 （日）

3/28 （火） ～ 3/30 （木）

4/9 （日） 合格もぎ

３教科新学年準
備+合格もぎ

931

30,250円 27,500円

体験C

83L

英数入試問題探究
英語・数学

※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」にてクラス分けをします。
　2/5実施「高校受験公開模試」を受験された方は〈優待〉価格で受講できます。

🌸春の体験講座🌸 新学年へ備えましょう！

8,800円

３教科新学年準備
英語・数学・国語

（土） ～ 3/19 （日）

（金） 理科・社会

〈学習内容〉
英語 ： I am～. とYou are ～.　/ This is～.  と You are ～.
数学 ： 正負の数、正負の数の計算
国語：　論理的文章・文学的文章（※国語は体験Bのみです。）

※ 93Ｌ・93Ｒ・93Ｔは初割対象外です。

🌸春の体験講座🌸 新学年の準備はここから！

英数（国）無料特別講座 ３教科新学年準備
申込No. 【能開が初めての方：受講料・教材費ともに無料】　

新学年での受講になります。

中１ ※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」にてクラス分けをします。
　2/5実施「高校受験公開模試」を受験された方は〈優待〉価格で受講できます。

16:00
体験B

全講座セット3/18

体験C
～

11,000円

体験A
731

申込No.

中２

〈一般〉

英語・数学・国語 13:00 ～

能開の春期講習　講座編成表 小針中央校
【高校受験コース】

13,200円

5,500円

申込No. 〈一般〉

6,600円

英数（国）無料特別講座 ５教科新学年準備
申込No. 【能開が初めての方：受講料・教材費ともに無料】　 申込No.

体験A

83X体験B
英語・数学・国語 18:00

〈一般〉 30,800円

新学年へ備えましょう！

英語・数学

能開センターの有料講習が初めての方には《初割》を適用します。

6,600円 5,500円

🌸春の体験講座🌸 新学年に向けてスタートダッシュ！

9,900円 8,800円

全講座セット＋合格もぎ
申込No.

合格もぎ
〈一般〉 6,050円

体験A

〈学習内容〉
英語 ： 助動詞・いろいろな文型・不定詞
数学 ： 計算、文章題、関数
国語：　論理的文章、随筆　（※国語は体験Ｂのみです。）

英語・数学・国語

93Z

理社新学年準備
3/23 （木） ～

93T 別途ご案内いたします

93R 43,450円 → 32,590円

93L

英数入試問題探究

3/18 （土） ～ 3/19 （日）

3/24

～ 21:00英語・数学・国語 18:00

申込No.

能開センターの有料講習が初めての方には《初割》を適用します。

13,200円 → 9,900円

能開センターの有料講習が初めての方には《初割》を適用します。

30,800円 → 23,100円

能開センターの有料講習が初めての方には《初割》を適用します。

０２５-２３４-４７３７
 <受付時間>　14:30～21:00（火～金） 　10：00～20：00(土)

931（本科）には合格もぎの受験料が含まれます。

931Ｘ 英語・数学・国語

36,300円 → 27,230円

理科・社会 9,900円
83R

～

理社新学年準備
3/23

23,100円 20,900円
831

中３ ※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」にてクラス分けをします。
　2/5実施「高校受験公開模試」を受験された方は〈優待〉価格で受講できます。

27,500円

18:00

18:00 ～

５教科新学年準備＋合格もぎ
申込No. 〈一般〉

〈一般〉 43,450円 37,400円

能開センターの有料講習が初めての方には《初割》を適用します。

37,950円 → 28,460円

83Z

英語・数学・国語

21:00

新学年に向けてスタートダッシュ！

21:00

36,300円 31,350円

37,950円 34,100円

21:00

※ 体験 A・
C

…　一般生の方のみのクラスです。

※ 体験 B …　会員生と同じ講習を体験するクラスです。

※ 83Ｌ・83Ｒは初割対象外です。

体験B

体験C

英数（国）無料特別講座
申込No. 【能開が初めての方：受講料・教材費ともに無料】　

（木） ～ 3/24 （金）

※ 英語に関しては初歩的な内容になります。学校外での学習経験がある方は「春期講習
（本科）」をお申し込みください。

〈学習内容〉
英語 ： be動詞・一般動詞、現在進行形
数学 ： 中１内容計算、比例反比例
国語：　説明的文章、文学的文章　（国語は体験Bのみです。）


