
2021年度　夏期講習講座概要
※（　　）内は全て税込み表記となります。
※こちらの要旨は講座概要となっておりますのでご提出の必要はございません。お申込みの際は別紙「夏期講習申込書」
ご記入の上ご提出ください。

※各学年個別指導の回数・料金につきましては田進ゼミのおススメの回数・金額となっております。回数ごとの料金につき
ましては別紙「夏期講習申込書」をご参考ください。

【小学生】
　これまでの復習を中心に2学期以降の予習も進めていく予定です。グループ指導を受講中の方は、今まで勉
強した内容を忘れないためにも、各科目でグループ指導5回を目安に講座を選択願います。
申込書裏面の時間帯の中からお選びいただき、希望のコマに○をつけて下さい。
　約40日という長い夏休みは生活習慣の乱れを引き起こします。「毎日7時に起きて、午前中は勉強。午後は外
で遊び、9時には寝る。」など規則正しい生活を送ることを心がけてください。

小学生グループ 小3~6

授業時間 80分 回数 5回~

授業料 7,500円~　(8,250円~) プリント代 算数　500円　(550円)
国語　500円　(550円)

使用教材 算国サマーピラミッド
★算数　New小学生ワーク
★国語　New小学生ワーク

900円(990円)
2,000円(2,200円)
2,000円(2,200円)

概要 通年テキストをいったんストップし、講習テキストにて1学期の復習を中心に行っていきます。
復習テキストが終わり次第、2学期の予習に入ります。

※内部生の方は、★の教材は既に配布済みです。お持ちでない方のみご購入をお願いしております。
※内部生の方は、新科目を受講の際のみプリント代がかかります。



【中学受験生】
　夏は、中学受験生にとって、成績を上げる最大の機会です。小学4・5年生は1科目10回以上、小学6年生は1
科目15回以上を目安にご受講下さい。小学6年生は、4科目全てにおいて、現在使用中のテキストを夏期講習
前半に終わらせることが理想です。(テスト含む)　その後、受験問題に対応したテキストや志望校の過去問演習
を行います。苦手科目や進度が遅い場合は、推奨回数より多くの受講をお願い致します。
　通常授業では、担当講師が満員の場合は、回数を追加することが出来ない場合もございますので、この機会
になるべく多くのご受講をお勧め致します。申込書裏面の「個別」と記載のある時間割の中からお選び頂き、ご
希望の日程に「○」をつけて下さい。

中学受験個別 小4~5

授業時間 80分 回数 20回~

授業料 65,000円~　(71,500円~) プリント代 算数　1,200円　(1,320円)
国語　1,200円　(1,320円)
理社　1,200円　(1,320円)

使用教材 国語　★新小学問題集
算数　★新小学問題集
理科　★新小学問題集
社会　★新小学問題集

2,200円(2,420円)
2,200円(2,420円)
2,200円(2,420円)
2,200円(2,420円)

概要 　国語・社会＝小学生履修範囲をできる限り早く終わらせ、6年生での入試問題演習に余裕
をもって臨めるカリキュラムを目標とします。
　算数・理科＝どちらの教科もなるべく早いうちに４・５年のカリキュラムを終わらせることが必
要です。そのため通年テキストを使用して先に進むことを目標とします。
　いずれの教科につきましても進度に応じてテキストについては要相談とさせていただきま
す。

中学受験個別 小6

授業時間 80分 回数 20回~

授業料 80,000円~　(88,000円~) プリント代 算数　1,200円　(1,320円)
国語　1,200円　(1,320円)
理社　1,200円　(1,320円)

使用教材 国語　★新小学問題集
算数　★新小学問題集
理科　★新小学問題集
社会 　★新小学問題集

2,200円(2,420円)
2,200円(2,420円)
2,200円(2,420円)
2,200円(2,420円)

概要 　国語・社会＝小6履修範囲をできる限り早く終わらせ、2学期からの入試問題演習に余裕を
もって臨めるカリキュラムを目標とします。
　算数・理科＝どちらの教科も通年テキストを用いて６年の内容を先に進めます。２学期には
進学したい中学の過去問を中心に様々な入試問題に取り組みます。
　いずれの教科につきましても進度に応じてテキストについては要相談とさせていただきま
す。

※内部生の方は、★の教材は既に配布済みです。お持ちでない方のみご購入をお願いしております。
※内部生の方は、新科目を受講の際のみプリント代がかかります。



【中学1・2年生】
　中学1・2年生は、1学期までの内容の定着と2学期以降に必要な予習を進めていく予定です。そのため英数2
教科で中1は15回を、中2は20回を目安に選択をお願い致します。
　まだ勉強の習慣が身についておらず、夏期も積極的に勉強することができない生徒は、毎年2学期に大きな遅
れを取ってしまっています。年間を通して夏期ほどまとまった時間が取れる期間はありませんので、学習習慣を

つけるためにもご家庭で相談の上、なるべく多くの学習時間の確保をお願い申し上げます。

公立中学生個別 中1~2

授業時間 80分 回数 10回~

授業料 24,000円~　(26,400円~) プリント代 英語　500円　(550円)
数学　500円　(550円)

使用教材 英語　★新中学問題集
　　　　　　　数学　★シリウス

2,000円(2,200円)
1,900円(2,090円)

概要

私立中学生個別 中1~2

授業時間 80分 回数 10回~

授業料 30,000円~　(33,000円~) プリント代 英語　500円　(550円)
数学　500円　(550円)

使用教材 　　　　　　進度状況に応じて要相談

概要

※内部生の方は、★の教材は既に配布済みです。お持ちでない方のみご購入をお願いしております。
※内部生の方は、新科目を受講の際のみプリント代がかかります。



【中学3年生】

◆都立第一志望の方
　都立受験に向けて、英数国理社の5教科受講をお勧めしております。英数クラスを受講中の方は、「英数クラ
ス」と「国語クラス」「理科クラス」「社会クラス」の4つを選択願います。英数個別受講者はこちらで時間割の調整
をさせていただけると助かります。ご希望がなければ申込書裏面は白紙でご提出願います。

◆私立第一志望の方
　英数国の3教科受講をお願いしております。英数クラスを受講中の方は、「英数クラス」と「国語クラス」を選択
願います。英数個別受講者はこちらで時間割の調整をさせていただけると助かります。ご希望がなければ申込

書裏面は白紙でご提出願います。

「夏期400時間カリキュラム」（中3受験生のみ）
　田進ゼミ夏期講習において、中3受験生は今年も夏休みの約40日で400時間の勉強を目指す「夏期400時間
カリキュラム」を実施します。400時間勉強達成表を夏期講習開始前に生徒に配布するので、ご確認下さい。
400時間の勉強は、塾の授業や宿題に加え、学校の宿題でも何でも時間数にカウントして良いのですが、400
時間勉強を達成することは大変厳しいことです。

　大手教育調査機関の全国調査によると、入試前の中3生（中堅レベル）の学校外勉強時間は1日平均4時間で
す。夏休み以降に成績を上げていくには、それ以上の勉強が必要となります。夏は成績を上げる最大のチャン

スなのですから、全員400時間達成を目指しましょう。

英数クラス 中3

授業時間 80分 回数 40回

授業料 69,000円~　(75,900円~) プリント代 2,000円　(2,200円)

使用教材 ★英語　新中問・ターゲット
　　　　　  ★数学　シリウス

　練ゼミノート

4,800円(5,280円)
1,900円(2,090円)

900円(990円)

概要 　高校受験クラスの柱となる講座。目標・学力別編成で飛躍的な学力向上を目指します。

国語クラス 中3

授業時間 80分 回数 10回

授業料 8,000円~　(8,800円)
※英数申し込みがない場合は

15,000円（16,500）

プリント代 500円　(550円)

使用教材 ★国語　教科と対策 1,700円(1,870円)

概要 　夏期用教材を用い、漢字・文法・読解・古文などを幅広く学習し、一通りの国語受験学習を
仕上げます。



理科クラス 中3

授業時間 80分 回数 10回

授業料 8,000円~　(8,800円)
※英数申し込みがない場合は

15,000円（16,500）

プリント代 500円　(550円)

使用教材 理科　サマー錬成 900円(990円)

概要 　都立入試の出題傾向にあわせ、中1~中3の１学期までの学習を行います。特に中１・2の
内容を重点的に仕上げる予定です。

社会クラス 中3

授業時間 80分 回数 10回

授業料 8,000円~　(8,800円)
※英数申し込みがない場合は

15,000円（16,500）

プリント代 500円　(550円)

使用教材 ★社会　教科と対策 1,700円(1,870円)

概要 　都立受験者必修の社会講座です。夏期用教材を用い、中1~中3の前半までの徹底的復習
を行います。

高校受験個別 中3

授業時間 80分 回数 30回~

授業料 84,000円~　(92,400円) プリント代 英語　1,000円(1,100円)
数学　1,000円(1,100円)

使用教材 英語　★新中学問題集
数学　★オリジナルテキスト

2000円(2200円)
1900円(2090円)

概要 　夏期の個別学習は、苦手科目に対する苦手意識を少しでも減らし、2学期以降に持ち越さ
ないことです。弱点の補強に全力を尽くします。
　難関校入試をお考えの方は勉強進度に応じてテキストを選定させていただきます。

※内部生の方は、★の教材は既に配布済みです。お持ちでない方のみご購入をお願いしております。
※内部生の方は、新科目を受講の際のみプリント代がかかります。



【高校1・2年生】
　

　1学期までの内容の定着と 2学期以降に必要な予習の分量を考え、「高校生個別」の受講をお願いします。 7
月中に担当講師と時間割を決め、10 回を目安に必要な回数をお申し込みください。
　 来年に大学受験を控える高校 2 年生にとって夏休みは授業が進まずに勉強する事ができるので、高校の勉
強をおさらいするにはうってつけの期間です。また、高校生初めての１学期を乗り切った高校 1 年生は夏休み
に勉強習慣をつけておかないと 2 学期に大幅な遅れをとってしまいます。どちらの学年につきましても、基本的
にこちらで配布したテキストを軸に今までの復習と二学期以降の予習を行いますが、夏休みの宿題 が自力でで
きない生徒は講師とともに宿題を進めていきます。

高校生個別 高1~2

授業時間 80分 回数 10回~

授業料 30,000円~　(33,000円) プリント代 英語　500円　(550円)
数学　500円　(550円)

使用教材 状況に応じて要相談

概要 　高校生は学校により進度が大きく異なります。カリキュラムは個々に合わせ、2学期以降の
予習を中心に行います。

※内部生の方は、★の教材は既に配布済みです。お持ちでない方のみご購入をお願いしております。
※内部生の方は、新科目を受講の際のみプリント代がかかります。



【高校3年生】
　クラス授業を受講中の方は、現在受講中の講座の引き続き受講をお願いします。

個別指導を受講中の方は 7 月中に担当の講師と話し合い、各科目 20 回を目安に回数を決め「大学受験
個別」を受講願います。また、通常授業では受講していなかった科目の夏期講習からの受講を考えている方
は面談の際にお申し付けください。夏休み前に志望校について面談を行わせていただきますので、その際に
夏休みの目標をしっかりと決め、 夏休みへ臨んでください。

英語クラス 高3

授業時間 80分 回数 20回

授業料 47,500円~　(52,250円) プリント代 英語　1,000円　(1,100円)

使用教材 　高校新演習　英語長文
　高校新演習　英語文法　　

900円(990円)
900円(990円)

概要 　長文・文法各10回ずつ授業を行います。文法については夏休み中に基本事項をマスター
し、長文についてはできるだけ本番に近い形式の問題に触れていきます。

現代文クラス 高3

授業時間 80分 回数 10回

授業料 24,000円~　(26,400円) プリント代 　500円　(550円)

使用教材 出口の現代文シリーズ（入試問題演習）から抜粋したプリン
ト

概要 　大学入試で必出の論説文を実際の入試問題で演習します。

古文クラス 高3

授業時間 80分 回数 10回

授業料 24,000円~　(26,400円) プリント代 　500円　(550円)

使用教材 板野の古文シリーズ（入試問題演習）から抜粋したプリント

概要 　大学入試で頻出のテーマを実際の入試問題で演習します。

大学受験個別 高3

授業時間 80分 回数 10回~

授業料 32,500円~　(35,750円) プリント代 英語　500円　(550円)
数学　500円　(550円)

使用教材 状況に応じして要相談

概要 　受講科目によって講義内容が変わりますのでご希望の方は面談の際にお申し付けくださ
い。

※内部生の方は★の教材はすでに配布済みです。お持ちでない方のみご購入をお願いしております。
※内部生の方は新科目を受講の際のみプリント代がかかります
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ﾌﾞｰｽ 備考

本日程は諸事情（天災や担当講師の急病など）により多少変更となる場合もございますこと、予めご了承下さい。

19日 月

20日 火 通常授業最終日

1
21日 水 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別

22日 木 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G １Ｈ

期 23日 金

24日 土 休校

25日 日 休校

26日 月 個別 中3 中受 高3 中3 高3 中受 中3 高3 個別 個別 個別 個別 個別

27日 火 2A 数学 個別 英語 英語 古文 個別 国語 現文 2D 2E 2F 2G ２Ｈ

2 28日 水 ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ

期 29日 木

30日 金

31日 土 休校

1日 日 休校

2日 月 個別 中3 中受 高3 中3 中受 中3 個別 中3 個別 個別 個別 個別

3日 火 3A 理科 個別 英語 社会 個別 数学 3D 英語 3E 3F 3G ３Ｈ

3 4日 水 ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ

期 5日 木

6日 金



7日～15日 休校

16日 月 個別 中3 中受 高3 中3 中受 中3 個別 中3 個別 個別 個別 個別

17日 火 4A 理科 個別 英語 社会 個別 数学 4D 英語 4E 4F 4G ４Ｈ

4 18日 水 ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ

期 19日 木

20日 金

21日 土 休校

22日 日 休校

23日 月 個別 中3 中受 高3 中3 高3 中受 中3 高3 個別 個別 個別 個別 個別

24日 火 5A 数学 個別 英語 英語 古文 個別 国語 現文 5D 5E 5F 5G ５Ｈ

5 25日 水 ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ ｸﾗｽ

期 26日 木

27日 金

28日 土 休校

29日 日 休校

6 30日 月 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別

期 31日 火 ６A ６B ６C ６D ６E ６F ６G ６Ｈ

1日 水 2学期　レギュラー授業　開始日

9:00-10:20 10:30-11:50 12:00-13:50 14:00-15:20 15:30-16:50 17:00-18:20 18:30-19:50 20:00-21:20



☆申込方法 本申込書を校舎にご提出ください。

申込み日(西暦)

☆お手数ですが太線の枠内をご記入下さい。 年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

漢字 男

女

外部生の方または内部生で変更のある方は下記にもご記入下さい。

在籍校 小学校 生年月日(西暦)

（進学校） 中学校

高校 年 年 月 日

自宅住所 〒 自宅電話

保護者携帯ﾒｰﾙ 保護者携帯電話

勤務先名 〒

 1：ご友人の紹介・・・お名前（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　2：知り合いがいる（いた）

 3：父母・兄弟がいる（いた）・・・（　　　　　　　　  　校出身）　　　 4：自分が卒業生・・・（ 　　 　　　　　　　校出身） 　　　5：看板　 　　6：新聞ﾁﾗｼ

 7：電車内広告 　8：ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ 　9：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　10：田進ゼミ情報局 　11：その他（　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ご希望の講座に〇をつけて下さい下　↓　　

選択

7,500 円 （ 8,250 円 )

15,000 円 （ 16,500 円 )

22,500 円 （ 24,750 円 )

65,000 円 （ 71,500 円 )

81,250 円 （ 89,375 円 )

97,500 円 （ 107,250 円 )

80,000 円 （ 88,000 円 )

120,000 円 （ 132,000 円 )

160,000 円 （ 176,000 円 )

24,000 円 （ 26,400 円 )

36,000 円 （ 39,600 円 )

48,000 円 （ 52,800 円 )

30,000 円 （ 33,000 円 )

45,000 円 （ 49,500 円 )

60,000 円 （ 66,000 円 )

69,000 円 （ 75,900 円 )

84,000 円 （ 92,400 円 )

112,000 円 （ 123,200 円 )

140,000 円 （ 154,000 円 )

8,000 円 （ 8,800 円 )

8,000 円 （ 8,800 円 )

8,000 円 （ 8,800 円 )

30,000 円 （ 33,000 円 )

45,000 円 （ 49,500 円 )

60,000 円 （ 66,000 円 )

47,500 円 （ 52,250 円 )

24,000 円 （ 26,400 円 )

24,000 円 （ 26,400 円 )

32,500 円 （ 35,750 円 )

65,000 円 （ 71,500 円 )

97,500 円 （ 107,250 円 )

130,000 円 （ 143,000 円 )

2,000　円  (2,200円)
① ②

円 円 △ 円 円 円 円
☆（　　　）内は全て税込み価格となります。
☆完全1:1個別は上記費用の2倍となります。
☆外部生または内部生で新科目受講者は別途テキスト代(実費)・プリント代がかかります。別紙「夏期講習講座概要」をご確認ください。
☆内部生の方で教材をお持ちでない方は別途テキスト代(実費)がかかります。別紙「夏期講習講座概要」をご確認ください。
☆グループ・個別希望の方は、必ず裏面の時間帯・科目に〇を付けて下さい。

中
学
生

80 10

中3
受験

英数
選択

理社
国選
択

高
校
生

高1～2

高3

国語クラス
※英数申し込み無しの場合は15,000円（16,500円)

80 10

理科クラス
※英数申し込み無しの場合は15,000円（16,500円)

80 10

80 30

公立中学生個別

20

英数ｸﾗｽ(内部生必修) 80 40

高校受験個別(英数)

80 30

80 40

80 50

4,000    円
(4,400　円)

設備維持費(全学年) 模試費用(中3全員) テキスト代 プリント代 各種割引 費用合計

※口座振替完了時
1,500円（1,650円）

消費税（①×0.1） ご請求額（①+②） 校舎印

英語クラス 80 20

現代文クラス 10

古文クラス

大学受験個別

80

80 10

80 20

80 30

80 40

80 20

社会クラス
※英数申し込み無しの場合は15,000円（16,500円)

80

高校生個別

80 10

80 15

10

10

80 15

80 20

私立中学生個別

80

80

80

10

15

80

小6

小
学
生

小3～6

授業時間(1回)

80 5

80 10

勤務先住所

田進ゼミ入塾のきっかけ（必ずご記入下さい）

講座名 回数

小学生ｸﾞﾙｰﾌﾟ

80 40

80

中学受験個別

80 20

80 30

20

80 25

田進ゼミ　夏期講習申込書　　2021年度　（池上)

☆申込締切：7月9日(金)
＊手続き後の取消はできませんので、手続き前に必ず「講習会スケジュール」をご確認下さい。

生徒氏名 保護者名 印

別紙「講習会案内」の全事項に同意し署名・押印します。

学年

小4～5

勤務先電話

授業料（税抜）

80 15

中学受験個別



田進ゼミ　夏期講習申込書　　2021年度　（池上)

生徒ID

☆お手数ですが太線の枠内をご記入下さい。

ﾌﾘｶﾞﾅ 小学校

生徒氏名 漢字 中学校

高校 年

↓ご希望の科目に○を付けて下さい

学年 講座名 希望科目

小3～6 小学生ｸﾞﾙｰﾌﾟ 算　・　国　・　英

小3～6 小学生個別 算　・　国　・　英

中1～2 公立・私立中学生個別 英　・　数　・　国　・　理　・　社

中3 高校受験個別 英　・　数　・　国　・　理　・　社

高1・2 高校補習個別 英　・　数ⅠA　・　数ⅡB　

高3 大学受験個別 英　・　数ⅠA　・　数ⅡB　・　現　・　古　・　漢　・　物　・　日

↓ご希望の時間帯に○を付けて下さい ↓ご希望の時間帯に○を付けて下さい

個別指導　希望時間帯 ｸﾞﾙｰﾌﾟ　希望時間帯

9:00-
10:20

10:30-
11:50

12:00-
13:20

13:30-
14:50

15:00-
16:20

16:30-
17:50

18:00-
19:20

19:30-
20:50

9:00-
10:20

10:30-
11:50

12:00-
13:20

13:30-　
14:50

15:00-
16:20

16:30-
17:50

18:00-
19:20

19:30-
20:50

第1期
3日間 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 第1期

3日間 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H

第2期
5日間 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H

第2期
5日間 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H

第3期
5日間 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H

第3期
5日間 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H

第4期
5日間 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H

第4期
5日間 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H

第5期
5日間 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H

第5期
5日間 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 5H

第6期
2日間 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 第6期

2日間 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H

備考欄
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