
1 日間 2 日間

理科 15:00 ～ 16:00 算国 17:20 ～ 19:00

1 日間

英語 11:00 ～ 12:00

1 日間 2 日間

理科 15:00 ～ 16:00 算国 17:20 ～ 19:00

1 日間 4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
英語 11:00 ～ 12:00 算国 12:50 ～ 14:35

算国 12:50 ～ 14:35

4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
英算 13:30 ～ 15:15

F5E 7/2(土)

＜定員15名＞
＜講座説明＞
固体や液体だけではなく、気体でも水に溶けるものがあることを理解します。また、水溶
液は指示薬を用いて酸性、中性、アルカリ性に分類できること、また指示薬の種類によっ
て変化する色が違うことを理解します。最後に、酸性のものとアルカリ性のものをまぜて、
それぞれの性質を打ち消すことである中和を理解します。知識として知っていたとしても、
実際に実験をしてみることで、理解はより深まります。ぜひ、この機会にご参加ください。
【持ち物】筆記用具・上履き（藤岡校のみ)

【無料】

☆夏の「ワオ！の理科イベント」☆

＜定員15名＞
＜講座説明＞
能開の小学部の英語学習は、次世代の子どもたちが将来要求される、英会話教室や聞く
だけ・書くだけの英語学習では難しい、「聞く」・「話す」・「読む」・「書く」の４技能全ての高
い力の習得を目指しています。したがって、学習の特徴は、英語の「多読」・「多聴」を中心
とした４技能をバランス良く身につけていく授業です。
この講座は、英語と謎解きゲームが融合した体験授業です。参加をお待ちしています。楽
しく学び、自然と身につく能開の英語を体験してもらう体験講座です。
【持ち物】筆記用具／英和辞書（英和・和英）※お持ちの場合はご持参ください。電子辞書
可。上履き（藤岡校のみ)

☆夏の能開の小学英語「英語×謎解きゲーム」☆

ADVENTURE ISLAND「古代王国の謎を解け！」
【無料】

トップコース英算予習

※一般生の方で「夏期イベント」および「体験講習」へ参加の方は
<優待>価格で受講できます。
＜学習内容＞[F5KB]
算数　：　計算のきまりと逆算、多角形と角、容積・水の体積
国語　：　文学的文章、言葉の学習（熟語の知識）
＜学習内容＞[F5KC]
算数　：　規則性、倍の考え方、図形の性質と角
国語　：　論理的文章、言葉の学習（対義語・類義語）

※一般生の方で「夏期イベント」および「体験講習」へ参加の方は
<優待>価格で受講できます。
＜学習内容＞
算数　：　分数、倍数、約数　[予習]
英語　：　①【気持ち】 Are you happy?　　　　　　 ②【仕事】 Is he a teacher?
　　　　　：③【楽器】 Is she playing the piano?　　④【スポーツ】 Are they playing soccer?

＜定員15名＞
＜講座説明＞
能開の小学部の英語学習は、次世代の子どもたちが将来要求される、英会話教室や聞く
だけ・書くだけの英語学習では難しい、「聞く」・「話す」・「読む」・「書く」の４技能全ての高
い力の習得を目指しています。したがって、学習の特徴は、英語の「多読」・「多聴」を中心
とした４技能をバランス良く身につけていく授業です。
この講座は、英語と謎解きゲームが融合した体験授業です。参加をお待ちしています。楽
しく学び、自然と身につく能開の英語を体験してもらう体験講座です。
【持ち物】筆記用具／英和辞書（英和・和英）※お持ちの場合はご持参ください。電子辞書
可。上履き（藤岡校のみ)

F5KC

0274-24-8021
【高校受験準備／高校受験コース】 <受付時間>14:30～21:00（火～土）

色が変わる水[水の正体を解き明かせ！]

6/25(土)
申込No. 【無料】　※別途教材費1,100円（税込）

F4P

☆夏の体験講習：中学年の勉強の仕方、教えます！☆

算国２日間体験講習

＜定員15名＞
＜講座説明＞
固体や液体だけではなく、気体でも水に溶けるものがあることを理解します。また、水溶
液は指示薬を用いて酸性、中性、アルカリ性に分類できること、また指示薬の種類によっ
て変化する色が違うことを理解します。最後に、酸性のものとアルカリ性のものをまぜて、
それぞれの性質を打ち消すことである中和を理解します。知識として知っていたとしても、
実際に実験をしてみることで、理解はより深まります。ぜひ、この機会にご参加ください。
【持ち物】筆記用具・上履き（藤岡校のみ)

（学習内容）1学期の重要ポイントの復習。
「ノートの取り方」や「間違えなおしのやり方」まで指導します。
＜学習内容＞
算数　：わり算のひっ算・角の大きさ
国語　：国語の勉強方法・漢字・語句・読解

小４

小５

☆夏の体験講習：高学年の勉強でつまずかないために！☆

申込No. 【無料】
F4E

☆夏の能開の小学英語「英語×謎解きゲーム」☆

ADVENTURE ISLAND「古代王国の謎を解け！」

能開の夏期講習　講座編成表 藤岡校

F5R 6/25(土)
申込No.

F5P 7/21(木)・22(金)

申込No.

☆夏の「ワオ！の理科イベント」☆

色が変わる水[水の正体を解き明かせ！]
申込No. 【無料】

7/21(木)・22(金)F4R

7/2(土)

算国２日間体験講習
申込No. 【無料】　※別途教材費1,100円（税込）

申込No.

２学期の算数予習と英語のコース

8/17(水)～20(土)

8/2(火)～5(金)

F5KE
詳細左記 詳細左記

F5KB 7/26(火)～29(金)

申込No. 詳細左記 詳細左記

１学期の重要単元の定着を図る復習コース

トップコース算国復習

（学習内容）1学期の重要ポイントの復習。
「ノートの取り方」や「間違えなおしのやり方」まで指導します。
＜学習内容＞
算数　：体積・小数のかけ算・わり算の利用
国語　：物語文の読解・説明文の読解・漢字と語句

小５生 夏の通塾応援キャンペーン！「トップコース セット受講割引」

F5KB・F5KC・F5KE いずれか１コースのみの場合

＜一般＞７，７００円 ＜優待＞６，６００円 （税込）

F5KB・F5KC・F5KE いずれか２コースセットで

＜一般＞１２，１００円 ＜優待＞１１，０００円 （税込）

F5KB・F5KC・F5KE 全コースセットで

＜一般＞１４，３００円 ＜優待＞１２，１００円 （税込）

８月度よりスタート！ ２学期マンスリー講座

● 月１回の無理のないペースで学習。

● 学習習慣と学習体力が身につく。

● 様々な優待特典あり。

● ２２，０００円(税込)の入会金免除！

☆ 受講料・教材費等、費用はかかりません。 ☆

※マンスリー講座は８～３月度に、月１回無料で授業に参加できます。新年度に向け

て学習準備ができます。さらに、入会金免除や、冬・春の講習の優待など様々な特典

があります。詳細につきましてはお問い合わせください。



1 日間 2 日間

理科 15:00 ～ 16:00 算国 17:20 ～ 19:00

1 日間 4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
英語 11:00 ～ 12:00 算国 15:35 ～ 17:20

算国 15:35 ～ 17:20

4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
英算 15:45 ～ 17:30

1 日間×3 5 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
社会 19:30 ～ 21:40 英数 18:40 ～ 21:55
数学 19:30 ～ 21:40
国語 19:30 ～ 21:40

5 日間

10 日間
〈一般〉 〈優待〉 ※税込

国理社 18:40 ～ 21:55
〈一般〉 〈優待〉 ※税込

英数 18:40 ～ 21:55
国理社 18:40 ～ 21:55

4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
英数(予習) 18:30 ～ 21:25

※ 8月度より入会される一般生の方はF7Yの費用は無料となります。

【無料】 詳細左記 詳細左記

１学期の重要単元の定着を図る復習コース

トップコース算国復習
申込No.

算国２日間体験講習

F6P 7/21(木)・22(金)

小６

＜定員15名＞
＜講座説明＞
固体や液体だけではなく、気体でも水に溶けるものがあることを理解します。また、水溶
液は指示薬を用いて酸性、中性、アルカリ性に分類できること、また指示薬の種類によっ
て変化する色が違うことを理解します。最後に、酸性のものとアルカリ性のものをまぜて、
それぞれの性質を打ち消すことである中和を理解します。知識として知っていたとしても、
実際に実験をしてみることで、理解はより深まります。ぜひ、この機会にご参加ください。
【持ち物】筆記用具・上履き（藤岡校のみ)

☆夏の体験講習：半年後は中学生、塾をお考えの方へ☆

8/2(火)～6(土)
※一般生の方で「高校受験公開模試」および「弱点補強単科講座」へ参加の方は
<優待>価格で受講できます。
＜学習内容＞
国語：説明的文章の読解、文学的文章の読解　　理科：植物のつくり、身のまわりの物質
社会　世界のすがた、世界の人々の生活と環境、人類の出現と文明、日本の成り立ち

F7TB

２学期の算数予習と英語のコース

トップコース英算予習
申込No.

申込No. 〈一般〉 (各科目) 3,300円  　　〈優待〉  (各科目) 2,200円 ※税込

中１

6,050円

7/22(金)

6,600円

F7TB 7/26(火)～30(土)

☆夏の能開の小学英語「英語×謎解きゲーム」☆

ADVENTURE ISLAND「古代王国の謎を解け！」

F6E 7/2(土)

6/25(土)

色が変わる水[水の正体を解き明かせ！]

１学期の総復習

藤岡校 0274-24-8021
【高校受験準備／高校受験コース】 <受付時間>14:30～21:00（火～土）

申込No.

＜定員15名＞
＜講座説明＞
能開の小学部の英語学習は、次世代の子どもたちが将来要求される、英会話教室や聞く
だけ・書くだけの英語学習では難しい、「聞く」・「話す」・「読む」・「書く」の４技能全ての高
い力の習得を目指しています。したがって、学習の特徴は、英語の「多読」・「多聴」を中心
とした４技能をバランス良く身につけていく授業です。
この講座は、英語と謎解きゲームが融合した体験授業です。参加をお待ちしています。楽
しく学び、自然と身につく能開の英語を体験してもらう体験講座です。
【持ち物】筆記用具／英和辞書（英和・和英）※お持ちの場合はご持参ください。電子辞書
可。上履き（藤岡校のみ)

英数復習コース
申込No.

申込No. 【無料】　※別途教材費1,100円（税込）

詳細左記 詳細左記
F6KE

F7Y

英数予習コース
申込No.

8/17(水)～20(土)

7/26(火)～30(土)

6,050円

能開の夏期講習　講座編成表

F7TC 8/2(火)～6(土)
※一般生の方で「高校受験公開模試」および「弱点補強単科講座」へ参加の方は<優待>
価格で受講できます。
＜学習内容＞
英語：be動詞、What is ～?、一般動詞　　　　　　　数学：正負の数、文字式
国語：説明的文章の読解、文学的文章の読解　　理科：植物のつくり、身のまわりの物質
社会　世界のすがた、世界の人々の生活と環境、人類の出現と文明、日本の成り立ち

申込No. 【無料】
F6R

（学習内容）1学期の重要ポイントの復習。
「ノートの取り方」や「間違えなおしのやり方」まで指導します。
＜学習内容＞
算数　：円・対称な図形・分数のかけ算・わり算
国語　：物語文の読解・説明文の読解・漢字と語句

☆夏の「ワオ！の理科イベント」☆

6,050円

7/21(木)

１学期の総復習

国理社復習コース

弱点補強単科講座[社・数・国]

※一般生の方で「高校受験公開模試」および「弱点補強単科講座」へ参加の方は<優待>
価格で受講できます。
＜学習内容＞
英語：名詞・代名詞の複数形、3人称単数現在形
数学：1次方程式の解き方、1次方程式の利用

※一般生の方で「高校受験公開模試」および「弱点補強単科講座」へ参加の方は
<優待>価格で受講できます。
＜学習内容＞
英語：be動詞、What is ～?、一般動詞　　　　　　　　数学：正負の数、文字式

8/17(水)～20(土)

6,600円

※一般生の方で「夏期イベント」および「体験講習」へ参加の方は
<優待>価格で受講できます。
＜学習内容＞
算数　：　速さ、比　[予習]
英語　：　①【おやつ】 What do you want?　　②【野菜】 What does he want?
　　　　　：③【場所】 Where is he?　　④【家族・ファッション】 Whose hat is this?

１学期の総復習

☆弱点をそのままにしない！☆

F7JM
F7JS 7/20(水)

申込No. 11,000円 9,900円

F7JK

５教科復習コース F7TC

（学習内容）
社会：【地理】世界の地域構成/日本の地域構成/世界の人々の生活と環境
数学：文字式の文章題（割合・速さ）攻略
国語：文章を書く力をつける講座
※1日完結の単科講座となります。

申込No.

F6KB 7/26(火)～29(金)

5,500円

２学期の予習

F6KC 8/2(火)～5(金)
※一般生の方で「夏期イベント」および「体験講習」へ参加の方は
<優待>価格で受講できます。
＜学習内容＞[F6KB]
算数　：　比、割合、立体図形
国語　：　文学的文章、言葉の学習（慣用句）
＜学習内容＞[F6KC]
算数　：　数の性質、速さ、平面図形
国語　：　論理的文章、言葉の学習（対義語・類義語）

小６生 夏の通塾応援キャンペーン！「トップコース セット受講割引」

F6KB・F6KC・F6KE いずれか１コースのみの場合

＜一般＞７，７００円 ＜優待＞６，６００円 （税込）

F6KB・F6KC・F6KE いずれか２コースセットで

＜一般＞１２，１００円 ＜優待＞１１，０００円 （税込）

F6KB・F6KC・F6KE 全コースセットで

＜一般＞１４，３００円 ＜優待＞１２，１００円 （税込）

中１生 夏の通塾応援キャンペーン！

「弱点補強単科講座 セット受講割引」

【２教科】＜一般＞４，９５０円 ＜優待＞３，８５０円

【３教科】＜一般＞６，０５０円 ＜優待＞４，９５０円

「セット受講割引」

F7TB・F7TC 復習コースのいずれかに追加の場合

＜一般＞＋５，５００円 ＜優待＞＋４，９５０円 （税込）

さらに、２学期通常ゼミご入会の場合 F7Y 無料

中１本科半額

キャンペーン

実施中！

おすすめ！



1 日間×4 5 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
英語 19:30 ～ 21:40 国理社 18:40 ～ 21:55
数学 19:30 ～ 21:40
理科 19:30 ～ 21:40
社会 19:30 ～ 21:40

5 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
10 日間 英数 18:40 ～ 21:55

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
国理社 18:40 ～ 21:55
英数 18:40 ～ 21:55

4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
英数(予習) 18:30 ～ 21:25

※ 8月度より入会される一般生の方はF8Yの費用は無料となります。

13 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
入試分析講座 17:45 ～ 22:00

模試[5科] 9:15 ～ 15:00
発表＋解説 13:00 ～ 18:00

2 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
5科 9:00 ～ 19:00
5科 9:00 ～ 19:00

4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
英数 13:20 ～ 17:35

中３の夏に今までの総復習！本格的な受験勉強スタート！

５教科復習コース

能開の夏期講習　講座編成表 藤岡校

F8TC 8/2(火)～6(土)

F8JE

20,900円
8/11(木)

苦手分野を徹底的に克服！

7/23(土)

中３

F9T

☆高校入試のしくみと出題傾向の把握を！☆
入試分析講座　7/23(土)　17：45～22：00

申込No.

～5科

39,600円

F9B

　群馬県・埼玉県の公立高校入試及び私立高校入試の入試説明会を、現時点
では右も左も分からないお子様にも理解できるよう、基本的なところから噛み砕
いてご説明いたします。受験生にとっての夏のすごし方は非常に重要で、「敵を
知り己を知れば百戦殆うからず」の言葉通り、受験制度や傾向をつかんで学習
にあたる事が成功へのカギとなります。
　また、夏期講習の7/26(火)～8/10(水)の期間で実施される「入試模擬体験」の
ガイダンスも行います。模擬体験では、願書の受け取りから始まり、提出、倍率
発表、模試、合格発表と公立高校入試の一連の流れを体験していただきます。
毎年、多くの中3生が受験生としての意識改革をするきっかけとなっております。

8/9(火)

37,400円

8/10(水)

盆特訓コース　２日間

＜学習内容＞
群馬県公立高校入試の特徴と対策を伝授し、高校入試に向けての習熟度別クラスで、5
教科の基本内容から応用力、記述力をつけていきます。この期間内に、願書提出から始
まり、倍率発表、群馬県立高模試（群馬県公立高校後期入試そっくり模試）、合格発表
と、実際の高校入試を追体験してもらいます。毎年、多くの中３生が受験生へと意識改革
をする講座になっています。

8/17(水)～20(土)

※一般生の方で「高校受験公開模試」および「弱点補強単科講座」へ参加の方は<優待>
価格で受講できます。
＜学習内容＞
英語：be動詞の過去形、未来の文、助動詞　　　　　数学：式の計算、連立方程式
国語：説明的文章の読解、文学的文章の読解　　　理科：化学変化、生物と細胞
社会：地理の復習、歴史の復習

　　5教科総復習コース【ナイトフォロー】について
　　　※7/23(土)・8/9(火)・8/10(水)はナイトフォローはございません。

　※7/26(火)～8/6(土)の授業は、部活動がまだ終了していない生徒対象のナイ
トフォロー（夜補習）がございます。こちらは、ほぼ同等の学習内容となります。
ただし、部活が終了している生徒は原則として夏期休暇期間の生活リズムを維
持するという観点と習熟度別クラスが設置されている通常の参加を推奨します。
やむを得ない理由でナイトフォローを利用される場合は事前にご連絡ください。

＜日単位の切り替えにも応じます！＞
(例)・学校説明会が午後に実施されるので、その日だけナイトフォローで参加。
　　・今日だけ県大会に向けての練習が休みなので通常通り受ける。　　など

＜学習内容＞
英語　：　分詞、関係代名詞

数学　：　２次方程式の利用、関数y=ax2

＜学習内容＞
1日目は、1教科100分の授業を5教科、計500分を1日で行う集中特訓です。（藤岡校）
2日目は、高崎・藤岡校の中3生が高崎校に集結して行う、“能開伝統の学習法”「Super-
Train」です。両日とも、学習効果はもちろんのこと、試験の受け方・学習への集中力とスタ
ミナ・勉強への自信と学ぶことの多い2日間です。毎年夏期受講生のほとんどの生徒が受
講し、「大変だけどためになった」と大好評です。

T9B2

申込No. 22,000円

17:20

8/17(水)～20(土)

弱点補強単科講座[英・数・理・社]

英数復習コース

申込No. 〈一般〉 (各科目) 3,300円  　　〈優待〉  (各科目) 2,200円 ※税込

0274-24-8021
【高校受験準備／高校受験コース】 <受付時間>14:30～21:00（火～土）

中２

※ 8月度より入会される一般生の方はF9Yの費用は無料になります。

高校受験に向けて、２学期の先取りで差をつける！

英数予習コース
申込No. 17,600円 16,500円

※1日のみの受講も可能です。

8/12(金)

１学期の総復習

7/20(水)

F8TC
※一般生の方で「高校受験公開模試」および「弱点補強単科講座」へ参加の方は
<優待>価格で受講できます。
＜学習内容＞
英語：be動詞の過去形、There is(are) ～、未来の文　　　　　数学：式の計算、連立方程式

１学期の総復習 8/2(火)～6(土)

12,100円

7/23(土)

国理社復習コース

F8TB 7/26(火)～30(土)

（学習内容）
英語：英作文攻略
数学：文字式の文章題（割合・速さ）攻略
理科：計算問題攻略
社会：記述問題攻略
※1日完結の単科講座となります。

F8JR 7/22(金)

☆弱点をそのままにしない！☆ １学期の総復習

13,200円 12,100円

7/26(火)～30(土)
8/2(火)～6(土)

12:50

F8Y

F9Y

申込No.

F8JM 7/21(木)

申込No. 13,200円

F8JS

申込No. 22,000円

※一般生の方で「高校受験公開模試」および「弱点補強単科講座」へ参加の方は
<優待>価格で受講できます。
＜学習内容＞
国語：説明的文章の読解、文学的文章の読解　　　理科：化学変化、生物と細胞
社会：地理の復習、歴史の復習

19,800円

※一般生の方で「高校受験公開模試」および「弱点補強単科講座」へ参加の方は<優待>
価格で受講できます。
＜学習内容＞
英語：接続詞、いろいろな文型、助動詞　　　　数学：1次関数

英数予習コース
申込No. 12,100円 11,000円

５教科復習コース

２学期の予習

F8TB 7/26(火)～30(土)

中２生 夏の通塾応援キャンペーン！

「弱点補強単科講座 セット受講割引」

【２教科】＜一般＞４，９５０円 ＜優待＞３，８５０円

【３教科】＜一般＞６，０５０円 ＜優待＞４，９５０円

【４教科】＜一般＞６，６００円 ＜優待＞５，５００円

「セット受講割引」

F8TB・F8TC 復習コースのいずれかに追加の場合

＜一般＞＋１１，０００円 ＜優待＞＋９，９００円 （税込）

さらに、２学期通常ゼミご入会の場合 F8Y 無料

中３生 夏の通塾応援キャンペーン！

「セット受講割引」

F9T 予習コースを追加の場合

＜一般＞５５，０００円 ＜優待＞５１，７００円 （税込）

F9T 盆特訓を追加の場合

【１日】＜一般＞＋１１，０００円 ＜優待＞＋９，９００円

【両日】＜一般＞＋２１，０００円 ＜優待＞＋１９，８００円

さらに、２学期通常ゼミご入会の場合 F9Y 無料


