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夏期講習のご案内

初夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別の
ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

２年続けてのコロナ禍と向き合いながら、２回目の特別な夏がやってま
いります。学校や近隣の方々に感染が広がり、大変なご苦労をされた方々
もいらっしゃると思います。深くお見舞い申し上げます。幸いにして早稲
田セミナーの教職員には１人の感染者も出ず、保護者様、生徒様のご支持
の下に今日まで通常業務を続けてまいりました。今年もまた「受験を制す
る夏」の為に夏期講習を開催いたします。
受験生諸君は、今年もまた「今できることはすべてやり切る」必要があ

ります。学校が休みの間に、受験に必要な基礎・応用力の養成をし、安定
した受験に突入しましょう。
また、非受験の一般の生徒様にとっても、弱点を克服し、得意分野を飛

躍的に伸ばす格好の時期です。ご家庭内で夏休みの過ごし方をよくご相談
頂き、奮ってご参加をお願い申し上げます。
例年通り早割制度を設けております。ご活用頂けますと幸いです。

早稲田セミナー塾⻑
豊原 正雄

夏期講習のお申込み

夏期講習へのお申込みの際は、希望する受講教科・受講数を記入する夏期
講習申込用紙と、参加できる日時を記入する参加日程調査の２枚をご提出く
ださい。
夏期講習申込用紙を７月３日までにご提出頂いた場合、「早割キャンペー

ン」として受講料より10％を割引かせて頂きます（参加日程調査は７月１５
日までのご提出で構いません）。
また、夏期講習の受講を希望しない場合でも、８月通常授業の時間割を作
成するため、参加日程調査は必ずご提出ください。

別紙「夏期講習申込用紙」と「参加日程調査」を
教室までご提出ください。

申込方法

申込締切 ①講習申込用紙：【早割】７月 ３日（土）
【通常】７月１５日（木）

夏期講習のお申込みがない場合でも、８月の通常授業は
夏期講習期間中に実施致します。

その他

②参加日程調査：７月１５日（木）



夏期講習の日程

月/曜日 月 火 水 木 金 土 日

７月

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 8/1

８月

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

８月/
９月

30 31 9/1 2 3 4 5

夏期休業

講習期間

７月通常授業

講習期間

講習期間

８月通常授業期間

８月通常授業期間

講習期間

夏期休業

講習期間

講習期間休み

休み

休み

休み

休み

授業/講習 対象生徒と時間割 期間

７月通常授業 生徒全員が対象です。
時間割は今まで通りです。 ７月２１日（水）まで

夏期講習
講習の申込みをした生徒が
対象です。時間割は講習用
のものとなります。

７月２３日（金）から
８月２４日（火）まで

８月通常授業
生徒全員が対象です。授業
数は１教科につき４時間で
す。時間割は講習用のもの
となります。

８月２５日（水）から
８月３１日（火）まで

９月通常授業
生徒全員が対象です。
時間割は原則７月までと同
じです。

９月１日（水）から

９月通常授業



講習早期割引制度

７月３日（土）までに夏期講習申込用紙をご提出頂いた場合、早期割引とし
て通常の夏期講習受講料より１０％を割引させて頂きます。

〈注意事項〉
・申込後の受講キャンセルはできません。
・７月３日（土）を経過してのお申込み（追加含む）の場合、割引は適用されません。

中１・２ 基本クラス１０授業
高校生 基本クラス１０授業

割引例
（通常）22,000円 →（早割適用）19,800円
（通常）33,000円 →（早割適用）29,700円

８月の通常授業について

８月の通常授業は夏期講習の受講の有無に関わらず、８月２５日〜３１日
で実施をさせて頂きます。期間内でのすべての受講が難しい場合、夏期講習
期間内にて実施させて頂きます。

●８月の通常授業数は通常授業で受講している１教科につき４時間と
なります。

《通常授業で英語・数学を受講している場合》
８月通常授業例

合計８授業 を期間内で実施英語：４時間
数学：４時間

●８月の通常授業の時間割作成のため、夏期講習を受講しない場合でも
「参加日程調査」は必ずご提出ください。



演習クラスの新設について

今年度の夏期講習より、問題演習を中心とした演習クラスを創設し
ます。
生徒一人ひとりの学習目的や理解度に対応するプリントをその場で

印刷し塾での授業時間内で完結する問題演習を多く行うことで、知識
の定着、学力の向上を図ります。
「学習内容が分かっても、なかなか点数に結びつかない」「塾での

受講を増やしたい」「宿題が出ても家でできるか不安」といった生徒
様にぜひおすすめします。

●学習内容は講習に沿った内容から、教科書に準拠した学校テスト対策、
入試に向けた演習まで幅広く対応しています。受講時に学習内容を
相談させて頂きます。

●講師が監督として配置されます。解説はプリントに印刷されていま
すが、講師へ質問することも可能です。

●演習クラスは講習授業との連続受講、時間を開けての受講、別日での
受講等の選択が可能です。

●小学生につきましては、演習クラスのみの受講も可能です。その他の
学年につきましては、講習授業と併せての受講をお願いします。

中学生の進研テスト/進研Vモギ実施について

夏期講習後における学習効果の確認のため、中学生は講習終了後に
模試を受験を下記の通りお願いしております。

学年 受験する模試 会場 試験日 受験料

中学１、２年 進研テスト 各教室 ９月第１〜２週 3,060円

中学３年 進研Vもぎ 外部試験会場※１ ９月５日 4,000円※２

※１ 複数の試験会場より各生徒に確認の上、決めさせて頂きます。
※２ すでに３回分の受験料をお支払い頂いている場合、別途負担はありません。



夏期講習の設定

授業設定 授業時間は１授業６０分です。

授業設定 クラス人数 選択可能教科 クラス説明

小
学
生

基本クラス ４名 国語/算数/英語
より選択

学校内容の予習から苦手範囲の克服、中学
進学準備まで、生徒の希望に沿った内容を
学習できます。

受験クラス ２名
国語/算数
理科/社会
より選択

ハイレベルな問題の演習と解説を中心に指
導を行います。入試問題レベルの解説が必
要な場合、こちらを受講下さい。

演習クラス ―
国語/算数/英語
理科/社会
より選択

演習を通じた学習内容の定着を目指します。
プリント学習なので生徒一人一人に合った
内容と速さで進める事が可能です。

中
学
生

中学１・２年生
基本クラス ４名

英語/数学/国語
社会/理科
より選択

復習を通じた基礎学力のアップから学校定
期テストへの対策、検定対策まで、生徒の
希望に応じて学習することができます。

中学３年生
受験クラス
（英数コース）

４名
英語＆数学

＋
演習（60分）

高校入試の合格に向け、基礎学力の養成か
ら入試問題の対策を指導する英語・数学の
授業と、それぞれの演習(1回英数計1時間)

をセットにしたコースとなります。

中学３年生
受験クラス

（単科・追加授業）
４名

英語/数学/国語
社会/理科
より選択

入試に向け英数以外の教科を学習したい方、
英語や数学の単科受講をご希望の方はこち
らより受講できます。

演習クラス ―
英語/数学
理科/社会
より選択

演習を通じた学習内容の定着を目指します。
復習から定期テスト、入試対策まで生徒の
希望に応じて学習することができます。

高
校
生

高校生
基本クラス ２名 国語/数学/英語

より選択

学校授業の予習から入試対策まで、生徒の
希望に応じて学習します。学習内容は事前
相談の上、決定致します。

総合・学校推薦選
抜対策クラス
（１名クラス）

1名
受験計画作成
課題・小論対策
面接対策

総合選抜（旧：AO入試）や推薦制度を活用
し大学入試を目指す高校３年生に向けた授
業です。授業内容、日程は相談の上決定し
ます。

全
学
年

１名クラス 1名 ５教科より
選択

講師が生徒と１対１で指導を行います。
「日本語が十分習得できていない」「他の
生徒がいると集中できない」等の事情があ
る生徒にお勧めします。



受講例

対象生徒 受講内容 学習内容

高校入試の学力検査に向け
英語・数学の

対策をしっかりと行いたい
中学3年生

受験クラス
（英数コース）
［60授業］

１、２年生の復習から実戦的な入試問題
演習までを行い、まずは9月模試での偏差
値アップ、そして入試本番での合格点獲
得を目指し学習を行います。

私立高校入試の内申基準を
クリアするため、特定教科の
定期テスト対策を集中して

行いたい
中学3年生

受験クラス
（単科受講）
［20授業］

＋
演習クラス
［20授業］

学校定期テストでの点数アップを目指し、
講師による授業で新たに学習する範囲を
予習し、演習授業にて問題を解いて理解
を定着する２段階の学習を行います。塾
での授業で学習を完結するので、自宅で
の学習に不安のある生徒にもおすすめで
す。

英語・数学の今までの範囲を
しっかりと復習したい

中学1年生
中学2年生

基本クラス
（英語・数学）

[10授業]

今までに学習した内容を総復習し、今後
の学習のための基礎を固めることで学力
を伸ばします。今までの学習につまづき
がある範囲の学び直し、入試や検定に向
けた基礎力を作りに最適です。

苦手教科をこの夏で
克服したい

中学1年生
中学2年生

基本クラス
（単科受講）

[10授業]

＋
演習クラス
[10授業]

受講する教科において、講師による授業
で学習する範囲を理解し、演習授業で理
解を定着する２段階の学習となります。
「定期テスト点数アップ」と「入試での
点数アップ」のうち、希望に沿ったカリ
キュラムで指導を行ないます。

大学入試の一般入試対策を
本格的に行いたい 高校生 基本クラス

［1教科10授業］

学校の授業対策から離れ、入試に向けた
学習を行います。学年にとらわれず生徒
のレベルに合わせ、単元の学習から実際
の入試問題演習まで対応します。普段の
授業で学校試験対策を行っている生徒が、
入試対策の方法を学ぶ機会としてもとて
も有用です。

10月での英検合格に向け
対策を行いたい 全学年

基本クラス
［英語5授業］

+

演習クラス
［10授業］

講師指導のもと実際の過去問に取り組み、
⻑⽂読解のポイント、英作⽂対策、リス
ニング等を学習します。そして演習授業
においては合格の鍵となる英単語学習を
徹底して行い、次回英検での合格を目指
します。

中学進学へ向け
基礎となる学力を

しっかりと見に付けたい
小学生 演習クラス

［10授業］

週2〜3回の通塾でスモールステップ型の
プリント演習授業を行い、演習を通じた
基礎の定着、そして「どんどん先へ行け
る楽しみ」を実感して頂きます。学習内
容は今までの復習から、これからの予習
まで、生徒の希望に応じて選択すること
が可能です。

上記受講例以外にも、中学入試対策や数検・漢検対策、計算や英単語の特訓等の受講内容や、
教科の組み合わせ・授業数を変更した受講が可能です。夏期講習の受講については個人面談にて
ご説明、ご相談をさせて頂きますので、ぜひ個人面談をお申し込み下さい。



クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

基本クラス
（４名クラス）

11,000円 22,000円 33,000円 39,600円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

49,500円 59,400円 69,300円 79,200円

（税込）

受講料設定

●受講料は受講した４名クラス、２名クラス、１名クラス、演習クラス
それぞれの総授業数で計算します。

●受講は１教科につき５授業ごととなります。

■小学生

クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

演習クラス

4,400円 8,800円 13,200円 17,600円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

22,000円 26,400円 30,800円 35,200円

■中学１・２年生

●下記一覧の授業数を超えての受講も可能です。

クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

基本クラス
（４名クラス）

11,000円 22,000円 33,000円 39,600円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

49,500円 59,400円 69,300円 79,200円

クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

演習クラス

5,500円 11,000円 16,500円 22,000円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

27,500円 33,000円 38,500円 44,000円

（税込）

クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

受験クラス
（２名クラス）

16,500円 33,000円 49,500円 66,000円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

82,500円 99,000円 115,000円 132,000円



クラス １５授業 ３０授業 ４５授業 ６０授業

受験クラス
英数コース
（４名クラス）

29,700円 59,400円 82,500円 110,000円

■中学３年生

クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

受験クラス
単科・追加授業
（４名クラス）

12,100円 24,200円 36,300円 48,400円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

60,500円 69,300円 80,850円 92,400円

４５授業 ５０授業 ５５授業 ６０授業

103,950円 115,500円 127,050円 138,600円

クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

演習クラス

5,500円 11,000円 16,500円 22,000円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

27,500円 33,000円 38,500円 44,000円

■高校生/他学年２名クラス
クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

基本クラス
（２名クラス）

16,500円 33,000円 49,500円 66,000円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

82,500円 99,000円 115,000円 132,000円

■１名クラス
クラス ５授業 １０授業 １５授業 ２０授業

基本クラス
（１名クラス）

24,750円 49,500円 74,250円 99,000円

２５授業 ３０授業 ３５授業 ４０授業

123,750円 148,500円 173,250円 198,000円

（税込）

（税込）

（税込）



部活動等の予定が分からず、参加日程調査の提出までに参加できない日時がはっきりしな
い場合は、必ず教室までご連絡下さい。

時間割決定後の授業日時の変更には対応しかねる場合がございます。参加日程調査はよく
ご確認の上をご提出下さい。

お申込み期限を過ぎた場合、希望する教科を受講することができない場合がございます。

受講される授業数が多い場合、１日の授業時間が⻑時間になることが予想されます。必ず
お子様とよくご相談の上、お申込み下さい。

早割り適用後の受講キャンセルは出来ませんのでご了承下さい。受講教科の変更や追加に
つきましては、教室⻑までご相談下さい。

受講例以外の受講形態も可能です。教室⻑までご相談下さい。

空き教室は自習室として利用が可能ですが、講習受講生を優先させて頂きます。

教室への飲み物の持ち込みは、フタのついている容器でお願いします。

遅刻・欠席は授業開始までに必ず教室にご連絡下さい。なお、授業当日に欠席のご連絡を
頂いた場合、原則振替授業は行いません。

前日までに欠席のご連絡を頂いた場合、原則１教科５授業につき１時間まで振替授業を行
います。

講習授業料は８月分授業料とあわせ、ご指定のゆうちょ口座より８月３日(火)に引き落と
しさせて頂きます。

講習についての諸注意

≪講習のお申込みについて≫

≪講習中の教室使用について≫

≪講習中の遅刻・欠席について≫

≪講習授業料について≫





株式会社 早稲田セミナー

日暮里教室
東京都荒川区⻄日暮⾥2-13-10榎ビル1階
電話番号 ：03-3807-7831

メールアドレス：nipkyo@yahoo.co.jp

駒込教室
東京都北区中⾥１丁目12-11小堀ビル１階
電話番号 ：03-3822-9251

メールアドレス：komkyo@yahoo.co.jp

本蓮沼教室
東京都板橋区泉町1-1玉田ビル1階
電話番号 ：03-3960-7019

メールアドレス：motohaskyo@yahoo.co.jp


