
4 日間 4 日間

※税込 ※税込
7/25 ～ 7/28 英数 19:10 ～ 21:35 7/25 ～ 7/28 英数 19:10 ～ 21:35

※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。 ※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。
※一般生の方で「6月公開模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。 ※一般生の方で「6月公開模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。
（学習内容） （学習内容）
＜英語＞be動詞/一般動詞　など ＜英語＞助動詞/接続詞　など
＜数学＞正負の数/文字式　など ＜数学＞比例・反比例/図形/式の計算/連立方程式　など

4 日間 4 日間

※税込 ※税込
8/16 ～ 8/19 英数 19:10 ～ 21:35 8/16 ～ 8/19 英数 19:10 ～ 21:35

※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。 ※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。
※一般生の方で「6月公開模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。 ※一般生の方で「6月公開模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。
（学習内容） （学習内容）
＜英語＞一般動詞/副詞　など ＜英語＞不定詞/動名詞　など
＜数学＞方程式　など ＜数学＞１次関数　など

12 日間 12 日間

※税込 ※税込
7/25 ～ 7/28 英数 19:10 ～ 21:35 7/25 ～ 7/28 英数 19:10 ～ 21:35
8/1 ～ 8/4 国理社 19:10 ～ 21:35 8/1 ～ 8/4 国理社 19:10 ～ 21:35

8/16 ～ 8/19 英数 19:10 ～ 21:35 8/16 ～ 8/19 英数 19:10 ～ 21:35
※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。 ※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。
※一般生の方で「6月公開模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。 ※一般生の方で「6月公開模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。
（学習内容） （学習内容）
＜英語＞be動詞/一般動詞/副詞　など ＜英語＞助動詞/接続詞/文型/不定詞　など
＜数学＞正負の数/文字式/方程式　など ＜数学＞比例・反比例/図形/式の計算/連立方程式/１次関数　など
＜国語＞論理的文章/文学的文章/古典　など ＜国語＞論理的文章/文学的文章/古典　など
＜理科＞生物の観察と分類/植物・動物のなかま/身のまわりの物質/気体の発生と性質　など ＜理科＞化学変化と原子・分子/生物と細胞　など
＜社会＞世界や日本の地域構成/人類の出現/日本の成り立ち　など ＜社会＞身近な地域の調査/自然環境・人口/エネルギーと産業　など

※英数２科目受講の場合（税込） <一般> <優待> ※英数２科目受講の場合（税込） <一般> <優待>
7/25 ～ 7/28 英数 7/25 ～ 7/28 英数
8/16 ～ 8/19 英数 8/16 ～ 8/19 英数

　　能開の夏期講習 講座編成表 大元校

最初が肝心!１学期内容を完成させよう。 最も差のつく「中学３年間の中間地点」を征するために!!

英・数 １学期内容復習講座 英・数 １学期内容復習講座
申込No. 　〈一般〉13,200円　〈優待〉11,000円　別途教材費1,100円 申込No. 　〈一般〉13,200円　〈優待〉11,000円　別途教材費1,100円

086-242-3013
<受付時間>15:00～20:00（日月定休）

中１ 中２

申込No. 　〈一般〉13,200円　〈優待〉11,000円　別途教材費1,100円 申込No. 　〈一般〉13,200円　〈優待〉11,000円　別途教材費1,100円
7BP21 8BP21

7AP21 8AP21

夏休み明けのスタートダッシュを決めるために! 最も差のつく「中学３年間の中間地点」を征するために!!

英・数 ２学期内容予習講座 英・数 ２学期内容予習講座

7T51 8T51

7T21 24,860円 20,680円 8T21

１学期内容の完成と２学期の予習!! １学期内容の完成と２学期の予習!!

公立トップ高校受験 総合コース 公立トップ高校受験 総合コース
申込No. 　〈一般〉36,960円　〈優待〉30,800円　別途教材費2,750円 申込No. 　〈一般〉36,960円　〈優待〉30,800円　別途教材費2,750円

24,860円 20,680円

別途教材費として、英数２教科分の1,100円（税込）が必要です。 別途教材費として、英数２教科分の1,100円（税込）が必要です。
7T21は上記7T51の日時での英数単独受講となります。 8T21は上記8T51の日時での英数単独受講となります。



4 日間 14 日間

※税込 ※税込
8/16 ～ 8/19 英数国 14:45 ～ 18:40 7/25 ～ 7/29 英数国 14:45 ～ 18:40

※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。 8/1 ～ 8/5 理社 15:35 ～ 18:40
※一般生の方で「6月公開模試」「7月合格判定模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。 8/16 ～ 8/19 英数国 14:45 ～ 18:40
（学習内容） ※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。
＜英語＞分詞/関係代名詞　など ※一般生の方で「6月公開模試」「7月合格判定模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。
＜数学＞２次方程式/２乗に比例する関数　など ※（学習内容）は、公立トップ高校受験総合コースと、基本的には同テーマとなります。
＜国語＞論理的文章/文学的文章/古典　など

※英数国３科目受講の場合（税込） <一般> <優待>
14 日間 7/25 ～ 7/29 英数国

8/16 ～ 8/19 英数国

※税込
7/25 ～ 7/29 英数国 14:45 ～ 18:40
8/1 ～ 8/5 理社 15:35 ～ 18:40

8/16 ～ 8/19 英数国 14:45 ～ 18:40
※一般生の方は、事前の「学力診断テスト」を受験していただきます。
※一般生の方で「6月公開模試」「7月合格判定模試」等に参加の方は<優待>価格で受講できます。

（学習内容）
＜英語＞動名詞/不定詞/比較/分詞/関係代名詞/⾧文読解　など
＜数学＞文字式と方程式/関数/平面図形/空間図形/展開と因数分解/平方根　など
＜国語＞論理的文章/文学的文章/古典/文法　など
＜理科＞中１・２の地学・化学・物理/中１～３の生物　など
＜社会＞歴史（古代～現代）の総復習　など

※英数国３科目受講の場合（税込） <一般> <優待>
7/25 ～ 7/29 英数国
8/16 ～ 8/19 英数国

　　能開の夏期講習 講座編成表 大元校 086-242-3013
<受付時間>15:00～20:00（日月定休）

中３

9P31
9K51

受験校を決定する２学期へ、憂いなく臨めるように!! 9K31 44,880円 37,400円
公立トップ高校受験 総合コース 別途教材費として、英数国３教科分の1,650円（税込）が必要です。

入試に直結!中３の後半内容を征するために!! 受験校を決定する２学期へ、憂いなく臨めるように!!

英・数・国 ２学期内容予習講座 有名高校受験 総合コース
申込No. 　〈一般〉19,800円　〈優待〉16,500円　別途教材費1,650円 申込No. 　〈一般〉64,680円　〈優待〉53,900円　別途教材費2,750円

別途教材費として、英数国３教科分の1,650円（税込）が必要です。
9T31は上記9T51の日時での英数国３科目受講となります。

申込No. 　〈一般〉64,680円　〈優待〉53,900円　別途教材費2,750円 9K31は上記9K51の日時での英数国３科目受講となります。

9T51

9T31 44,880円 37,400円




