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夏休みは、ふだんの５倍

学習の機会があります。

自らの目標に向けて頑張る皆さんを

生徒一人ひとりに合わせて明確な目標をつくり、達成させていく。

しっかり演習をして「わかる」から「できる」ようになる。

れんせい会は強力にサポートいたします。
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講習概要.お申込み

小学生

6

夏に目覚める。

14

一人ひとり協力にサポートいたします。

夏休みの目標は3つあります。

１つ目は「集中して長時間学習できる習慣の確立」です。

に向けて、集中して長時間学習できる習慣の確立を目指し

ます。

料金表

12

お願いとご注意

一年間で最も長い学習時間が取れる夏休み。秋からの飛躍

高校生

10

中学生

8

と２学期で後れを取り、勉強に対して自信をなくしてしま

3つ目は「予習」です。

夏休みが終わると２学期が始まります。中学生以上はすぐ

に定期試験が始まります。夏休みに何もしない状態でいる

14

キャンペーン

います。学校の授業が進まないこの時期に、予習を行い

『夏休みに目覚め』自信をもって新学期を迎えましょう。

れんせい会の講師一同、学力アップに向けて、

2つ目は「弱点分野の発見と克服」です。

これまで学習した単元の総チェックを行い、弱点を発見、

克服して、反復学習を行うことで定着を目指します。



【コース紹介】

一人で進めるのが苦手なので、演習を繰り返してほしい…（学習のペースメーカー）
どうしても苦手な１科目を克服して合格を勝ち取りたい…（苦手科目の得点アップ）
学年よりも進んだ英検・漢検・数検合格で友達に差をつける…（先取り学習）
…など、生徒様により目的が異なるため、個々の目的に合わせた多彩なコースをご用意しております。

主要教科をバランスよく回数配分したコースです。お時間とご予算に合わせて、

「本気」「逆転」「時短」の３コースをご用意しております。

ご希望の教科のみを重点的に強化できるコースです。受講回数に応じて割引

適応させて頂きます。単教科の強化にも。

内容、教科、回数など全てをオリジナルプランで設計するコースです。

他塾と併用されている生徒様や、部活で回数が制限される生徒様向けです。

【実施要項】 実施日程＞＞＞2021年７月２３日（金）～2021年８月５日（木）　前半１2日間

〇・・・授業あり 　　　　　　 　　　　2021年8月１３日（金）～2021年８月２９日（日）　後半１4日間

【時間割】
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十分な演習時間を確保するため1コマが７５分単位

になっており、高い集中力と力強い学力を育てます。
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講習授業の開講時間は、

午前9時25分から午後9時25分までの全8コマです。

〇

〇

～

昼休み

1限目

12:05

期間講習中に限り、1-8限目までの授業を実施。

1コマあたりの授業時間は７５分です。

休
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〇

25 26 27 28

ご希望の受講日・コマにつきましては、申込書にて

お知らせ下さい。

18:25

3限目 12:55

4限目 14:20

2限目 10:50 ～

お任せコース

セミオーダーコース

フルオーダーコース



【お申し込みにあたって】

〔在塾生〕　　　　　　　　　

●夏期講習期間中の通常授業のコマ数（８月度の３週間分）は、
　週１ｺﾏにつき 50分×３ｺﾏ→75分×２ｺﾏとして夏期講習のコマ数として振り替えられます。
※1 期限内にご提出いただけない場合は、振替ができなくなりますので、必ず期限内でご提出をお願い致します。

※2 夏期講習期間中は通常授業はございませんので、ご注意下さい。

お申込みまでの流れ

まずはれんせい会のホームページ内にある「在籍生向けページ」にログインし、
「夏期講習前　面談申し込み」フォームよりご面談可能な時間帯のご提出をお願い致します。
ご面談の際は「申込書」「日程表」をお持ち下さい。
ご不明な点、回数、料金などについてはご面談の中で決定致します。

「夏期講習受講申込書」については5月22日（土）～6月17日（木）の間でご提出ください。

本確定は７月中旬を予定しております。（確定次第メールにてご連絡致します）

日程確認についてGROW教育システムをご活用下さい。
※3　７月の授業だけではなく、必ず８月の授業分についてもご確認をお願い致します。

　 ＧＲＯＷシステム内の「月間スケジュール」上部の「月度」を変更することでご確認いただけます。

※4　複数の教室に通われている生徒様、通常と異なる教室となる生徒様には別途個別でご連絡致します。

※５　生徒様のＩＤ、パスワードをお忘れになられた方は、各教室までお問合せ下さい。

 

７月の確定連絡以降に日程の変更がある場合は、お手数ですが弊社ホームページより

保護者サイトへ進み「振替申請」をお願い致します。

※6　夏期講習授業料については、８月分（７月末請求）に加算して請求させていただきます。

〔はじめての方〕

お申込みまでの流れ

弊社ホームページ内にある「体験授業申し込み」フォームよりお申し込みください。

後日ご面談のお時間をいただき、現在の学習状況と目標についてお伺い致します。

 

ご面談の席上で、現在の学習状況や目標に応じて、保護者の方と相談しながら

講習内容や回数などを決め「受講提案書」をお渡しいたします。
 

講習期間については体験授業2回分を含めた回数で提案させていただきます。

「受講提案書」の内容をご確認いただき、ご了承頂けましたら、保護者欄にご署名、

ご捺印いただいた上で、ご提出下さい。

※7　満席になり次第受付を終了いたしますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。

※8　過去に当塾の講習にご参加頂いている場合は、お電話、メール等でご相談ください。
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小学生の夏期講習は、これまでの復習を行い、弱点を発見して克服を目指します。また新学期の学習内容の

先取りを進めることで、『自信を持って』新学期を迎えられる様にします。れんせい会は小学生の英語にも

対応しています。英語に対する興味を育てつつ、テストや検定などの結果に残る英語力を身に付けます。

計12コマ 計16コマ 計24コマ
2対1個別授業6コマ 2対1個別授業10コマ 2対1個別授業12コマ

プレミアム授業6コマ プレミアム授業6コマ プレミアム授業12コマ

①算数/数学（数優法） 計8コマ 計16コマ 計24コマ

②国語（文才門） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

③英検突破4級/5級（英達道） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

④英検突破3級/準２級（英達道） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

⑤英検突破2級/準1級（英達道） 計16コマ 計24コマ 計32コマ

⑥理科（理博法） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

⑦社会（社王道） 計8コマ 計12コマ 計16コマ
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（込13,200) （込18,700) （込25,300)

（込35,750） 6コマ （込49,775）

4コマ

4コマ

8コマ

8コマ

（込89,375） 16コマ

42,800円

では受験教材を使用して一歩進んだ内容を行います。 8コマ （込23,980） 12コマ （込35,530） 16コマ （込47,080）

2対1個別授業

プレミアム授業

逆転

2対1個別授業

プレミアム授業

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底演習を行います。本気コース以上 21,800円 32,300円

時短 本気 逆転

学習指導要領内の内容はしっかり抑えます。本気コース 21,800円 4コマ 36,800円 8コマ

（込119,900）

6コマ 41,250円 8コマ

4コマ （込31,350）

10コマ

8コマ

6コマ 55,750円 10コマ 81,250円 16コマ

時短 本気

プレミアム授業

2対1個別授業

51,800円

以上では受験教材を使用して一歩進んだ内容を行います。 8コマ （込23,980） 8コマ

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。

良い学習（例）算数6コマ、国語6コマ、英会話

時短コース 本気コース

時短

(込55,275)

2対1個別授業

32コマ以上

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 4コマ 43,000円

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。 8コマ （込47,300）

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。

時短

プレミアム授業

2対1個別授業

プレミアム授業

4コマ

文章を正確に早く読むために、コンテンツを利用して多読と

語彙力強化を図ります。別途漢字演習も行います。

2対1個別授業

プレミアム授業

2,000円 3,000円 5,000円 8,000円 12,000円 17,000円

時短

（込63,800）

109,000円

逆転

8コマ 58,000円 10コマ 81,250円

8コマ （込63,800） 14コマ （込89,375）

適用されます。

本気 逆転

本気 逆転

54,000円
（込59,400）

58,000円

4コマ 28,500円

25,500円 12コマ

6コマ （込45,375） 8コマ

（込40,480） 8コマ （込56,980）

クラブチームで日数が確保できない生徒や、この

夏に帰省予定のある生徒など、短い時間の中で

（例）算数6コマ、国語6コマなどで単元を絞って

復習～予習を行います。

割引3,000円後

50,250円

夏期の目標の一つに「弱点分野の発見と克服」

があります。発見するためにも、克服するため

スタンダードな２対１個別多めのコースです。

英会話コンテンツ（別途）も追加して、バランス

時短 本気

23,000円

（込2,200) （込3,300) （込5,500) （込8,800)

にも演習量の確保が必要です。（例）算数１０コマ

国語６コマ、英語８コマでしっかり演習します。

71,500円
(込78,650)

逆転コース

2対1個別授業

プレミアム授業

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 4コマ 32,500円 6コマ 45,250円 8コマ

8コマ以上

（込28,050）

51,000円
（込56,100）

76,500円

時短 本気

本気

（込84,150）

受験せずに進学予定での生徒で、算数・数学を先取り

して、中学校ではトップクラスを目指します。

割引2,000円後

小学生の夏期講習

52コマ以上
※講習会の追加総コマ数

に応じて、左記表の割引が

割引5,000円後

4コマをお勧めします。

逆転

（込61,325） 14コマ

コマ数

割引

16コマ以上 24コマ以上

12コマ

逆転

40コマ以上 48コマ以上

36,250円
(込39,875)

【非受験・内部進学】お任せコース（教科、回数など全てお任せのセット）

【非受験・内部進学】セミオーダーコース（教科選択※コンテンツ利用料込）



計16コマ 計20コマ 計24コマ
2対1個別授業8コマ 2対1個別授業12コマ 2対1個別授業16コマ

プレミアム授業8コマ プレミアム授業8コマ プレミアム授業8コマ

計24コマ 計32コマ 計40コマ
2対1個別授業12コマ 2対1個別授業16コマ 2対1個別授業20コマ

プレミアム授業12コマ プレミアム授業16コマ プレミアム授業20コマ

計32コマ 計48コマ 計56コマ
2対1個別授業16コマ 2対1個別授業24コマ 2対1個別授業28コマ

プレミアム授業16コマ プレミアム授業24コマ プレミアム授業28コマ

①算数/数学（数優法） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

受験で配点の高い科目である算数。

理解できていても点数につながらない場合は、演習量

が足りていない場合が多い。徹底反復を行い、苦手分 計16コマ 計20コマ 計28コマ

野をつぶし、得点源としましょう。

②国語（文才門） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

文章を正確に早く読むために、夏に読解問題を大量に

こなすとともに、語彙力アップのために小テストで演習を

繰り返します。 計12コマ 計16コマ 計20コマ

③理科（理博法） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

時短コースは復習中心のコース。本気コース以上では

苦手分野を２対１個別授業でじっくり解説し、克服

を目指します。 計12コマ 計16コマ 計20コマ

④社会（社王道） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底演習を行います。本気コース以上

ではより細かく単元を分けて演習を繰り返します。
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2,000円 3,000円 5,000円 8,000円 12,000円 17,000円 23,000円

（込71,610）

42,000円

プレミアム授業 8 （込23,100） 12コマ （込34,650） 16コマ （込46,200）

時短 逆転

小４/5

時短 本気 逆転

（込60,060） 10コマ

（込43,560） 8コマ

プレミアム授業 8コマ （込41,580） 8コマ （込60,060） 12コマ

21,000円 31,500円

小４/5/6

8コマ

本気

プレミアム授業 6コマ （込43,560） 8コマ （込58,080） 12コマ

国語８コマ、理科８コマ、社会８コマで演習。

（込58,080）

時短 本気 逆転

2対1個別授業 4コマ 26,400円 6コマ 39,600円 8コマ

（込101,640）

2対1個別授業 6コマ 40,950円 8コマ 54,600円 10コマ 68,250円

52,800円

プレミアム授業 4コマ （込29,040） 6コマ

小４/5

小６

（込58,080）

2対1個別授業 21,000円 4コマ 36,900円 8コマ

（込75,075）

2対1個別授業 4コマ 37,800円 8コマ 54,600円

逆転本気時短

プレミアム授業 6コマ （込45,045） 8コマ

時短 本気 逆転

8コマ 65,100円

小６

52,800円

プレミアム授業 8コマ （込23,100） 8コマ （込40,590）

（込87,120）

2対1個別授業 8コマ 54,600円 10コマ 68,250円 12コマ 92,400円

プレミアム授業 8コマ （込60,060） 10コマ （込75,075） 16コマ

小６ 時短 本気 逆転

割引
適用されます。

（全て税抜価格となります）

時短 本気 逆転

2対1個別授業 6コマ 39,600円 8コマ 52,800円 12コマ 79,200円

小４/5

（込2,200) （込3,300) （込5,500) （込8,800) （込13,200) （込18,700) （込25,300)

割引23,000円後

101,200円 146,800円 168,100円
(込111,320) (込161,480) (込184,910)

コマ数 8コマ以上 16コマ以上 24コマ以上 32コマ以上 40コマ以上 48コマ以上 52コマ以上
※講習会の追加総コマ数

に応じて、左記表の割引が

夏に帰省予定のある生徒など、短い時間の中で （小６例）算数２０コマ、国語１０コマ、理科１０コマ があります。発見するためにも、克服するために

単元を絞って演習します。（小４例）算数８コマ、 社会８コマとして、社会はプレミアム授業のみ もしっかり演習量を確保。（小５例）算数１６コマ

国語８コマで２科目に絞り復習、予習を行います。として、算数の演習もたっぷり確保します。

49,000円 63,000円 76,000円
(込53,900) (込69,300) (込83,600)

クラブチームで日数が確保できない生徒や、この スタンダードな２対１個別も多めのコースです。 夏期の目標の一つに「弱点分野の発見と克服」

小5時短コース 小5本気コース 小5逆転コース

割引5,000円後 割引8,000円後 割引12,000円後

74,200円 97,600円 120,000円
(込81,620) (込107,360) (込132,000)

小6時短コース 小6本気コース 小6逆転コース

割引8,000円後 割引17,000円後

小４時短コース 小４本気コース 小４逆転コース

割引2,000円後 割引3,000円後 割引5,000円後

【中学受験】お任せコース（教科、回数など全てお任せのセット）

【中学受験】セミオーダーコース（教科選択※コンテンツ利用料込）



中学生にとっての夏期講習は、これまでの学習内容の復習をすると同時に、新学期に向けて長時間学習
できる習慣の確立を目指します。集中的に学習することで弱点分野を克服し、定期試験や外部模試に
向け万全の準備を進めます。また時間があるこの時期に、検定にも積極的にチャレンジしていきましょう。

計12コマ 計20コマ 計32コマ
2対1個別授業8コマ 2対1個別授業16コマ 2対1個別授業24コマ

プレミアム授業4コマ プレミアム授業4コマ プレミアム授業8コマ

計16コマ 計24コマ 計36コマ
2対1個別授業12コマ 2対1個別授業16コマ 2対1個別授業24コマ

プレミアム授業4コマ プレミアム授8コマ プレミアム授業12コマ

①数学（数優法） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

数学だけに絞り学校の前学期の復習を行い、

新学期明けの課題テストに向けて、夏期の学校

課題を念入りに反復させます。 計16コマ 計20コマ 計28コマ

②英検突破4級/5級（英達道） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

③英検突破3級/準２級（英達道） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

④英検突破2級/準1級（英達道） 計16コマ 計24コマ 計32コマ

⑤古文（文才門） 計8コマ 計12コマ 計16コマ
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17,000円 23,000円

（込2,200) （込3,300) （込5,500) （込8,800) （込13,200) （込18,700) （込25,300)

時短 本気

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。 プレミアム授業 8コマ （込47,300） 8コマ （込63,800）

2対1個別授業 6コマ 55,750円 10コマ 81,250円

58,200円 14コマ 71,400円 20コマ 100,500円

中1/2

部活動などで日数が確保できない生徒や、この スタンダードな個別多めのコースです。英会話 夏期の目標の一つに「弱点分野の発見と克服」

夏に帰省予定のある生徒など、短い時間の中で コンテンツ（別途）も追加して、バランス良い学習 があります。発見するためにも、克服するために

（中１例）数学6コマ、英語6コマとして単元を絞っ （中３例）数学８コマ、英語８コマで学校の課題対 もしっかり演習量を確保。（中２例）数学１６コマ

プレミアム授業 4コマ （込64,020） 6コマ （込78,540） 8コマ （込110,550）

時短 本気 逆転

2対1個別授業 12コマ

(込42,350) (込74,250) (込113,300)

中３時短コース 中３本気コース 中３逆転コース

割引3,000円後 割引5,000円後 割引8,000円後

中1/2時短コース 中1/2本気コース 中1/2逆転コース

割引2,000円後 割引3,000円後 割引8,000円後

38,500円 67,500円 103,000円

中学生の夏期講習

(込60,720) (込87,560) (込130,790)

適用されます。

（全て税抜価格となります）

て夏季課題に取り組みます。 策を。残りの８コマで英会話を含め英検対策を。 古文４コマ、英語１２コマで英検対策も。

コマ数 8コマ以上 16コマ以上 24コマ以上 32コマ以上 40コマ以上 48コマ以上 52コマ以上
※講習会の追加総コマ数

に応じて、左記表の割引が

2,000円

79,600円 118,900円

割引
3,000円

55,200円

5,000円 8,000円 12,000円

逆転

2対1個別授業 8コマ 40,500円 10コマ 53,250円 16コマ 81,000円

プレミアム授業

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。 プレミアム授業 4コマ （込35,750） 6コマ （込49,775） 8コマ （込63,800）

時短 本気 逆転

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 2対1個別授業 4コマ 32,500円 6コマ 45,250円 8コマ 58,000円

14コマ （込89,375）

時短 本気 逆転

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 2対1個別授業 4コマ 43,000円 8コマ 58,000円 10コマ 81,250円

2対1個別授業 4コマ 28,500円 6コマ 41,250円 8コマ

109,000円

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。 プレミアム授業 10コマ （込61,325） 14コマ （込89,375） 16コマ （込119,900）

時短 本気 逆転

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 16コマ

4コマ （込44,550） 6コマ （込58,575） 8コマ （込89,100）

中３

54,000円

コンテンツも利用して、古文単語、文法を定着させます。 プレミアム授業 4コマ （込31,350） 6コマ （込45,375） 8コマ （込59,400）

時短 本気 逆転

私立中学では古文も高校範囲を扱うことが多いです。

【私国立中学・内部進学】お任せコース(教科、回数などすべてお任せのセット）

【私国立中学・内部進学】セミオーダーコース（教科選択※コンテンツ利用料込）



計12コマ 計24コマ 計32コマ
2対1個別授業6コマ 2対1個別授業10コマ 2対1個別授業16コマ

プレミアム授業6コマ プレミアム授業14コマ プレミアム授業16コマ

計24コマ 計32コマ 計48コマ
2対1個別授業12コマ 2対1個別授業16コマ 2対1個別授業24コマ

プレミアム授業12コマ プレミアム授業16コマ プレミアム授業24コマ

①数学（数優法） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

数学だけに絞り学校の前学期の復習を行い、

新学期明けの定期試験に向けて、夏期の学校

課題を念入りに反復させます。 計16コマ 計20コマ 計28コマ

中３生で私立を目指す生徒は夏の間に中学校

で習う範囲を終えます。

②英検突破4級/5級（英達道） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

③英検突破3級/準２級（英達道） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

④国語（文才門） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

文章を正確に早く読むために、夏に読解問題を大量に

こなすとともに、語彙力アップのために小テストで演習を

繰り返します。 計8コマ 計12コマ 計16コマ

中３生で都立を目指す場合は配点の高い作文を、

私立を目指す場合は古文などの対策も行います。

⑤理科（理博法） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

時短コースは復習中心のコース。本気コース以上では

苦手分野を２対１個別授業でじっくり解説し、克服

を目指します。 計12コマ 計16コマ 計20コマ

⑥社会（社王道） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底演習を行います。本気コース以上

ではより細かく単元を分けて演習を繰り返します。
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（込2,200) （込3,300) （込5,500) （込8,800) （込13,200) （込18,700) （込25,300)

2,000円 3,000円 5,000円 8,000円 12,000円 17,000円 23,000円

割引5,000円後 割8,000円後

36,250円

割引2,000円後

69,250円 94,000円
(込39,875) (込76,175) (込103,400)

中３時短コース 中３本気コース 中３逆転コース

中1/2時短コース 中1/2本気コース 中1/2逆転コース

部活動などで日数が確保できない生徒や、この スタンダードな個別多めのコースです。中３生は 夏期の目標の一つに「弱点分野の発見と克服」

夏に帰省予定のある生徒など、短い時間の中で 受験科目を、中１２年生は数学、英語＋１科目を があります。発見するためにも、克服するために

割引5,000円後 割引8,000円後 割引17,000円後

74,200円 97,600円 141,400円
(込81,620) (込107,360) (込155,540)

（込56,100） 12コマ （込84,150）

中３ 時短 本気

割引
適用されます。

（中１例）数学6コマ、英語6コマとして単元を絞っ 反復演習。（中３例）数学８コマ、英語８コマ、 もしっかり演習量を確保。（中２例）数学１６コマ

て夏季課題に取り組みます。 国語６コマ、理科・社会で１０コマで都立対策 理科８コマ、英語８コマで理系科目を強化。

コマ数 8コマ以上 16コマ以上 24コマ以上 32コマ以上 40コマ以上 48コマ以上 52コマ以上
※講習会の追加総コマ数

に応じて、左記表の割引が

逆転

2対1個別授業 8コマ 52,800円 10コマ 66,000円 12コマ 89,700円

プレミアム授業 8コマ （込58,080） 10コマ （込72,600） 16コマ （込98,670）

（全て税抜価格となります）

中1/2 時短 本気 逆転

2対1個別授業 6コマ 38,250円 8コマ 51,000円 12コマ 76,500円

プレミアム授業 6コマ （込42,075） 8コマ

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。 プレミアム授業 4コマ （込35,750） 6コマ （込49,775） 8コマ （込63,800）

時短 本気 逆転

時短 本気 逆転

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 2対1個別授業 4コマ 32,500円 6コマ 45,250円 8コマ 58,000円

中1/2

プレミアム授業 （込31,350） （込45,375） （込59,400）

時短 本気 逆転

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 2対1個別授業 4コマ 43,000円 8コマ 58,000円 10コマ 81,250円

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。 プレミアム授業 8コマ （込47,300） 8コマ （込63,800） 14コマ （込89,375）

時短 本気 逆転

時短 本気 逆転

2対1個別授業 4コマ 29,400円 6コマ 42,600円 8コマ 55,800円

中３

2対1個別授業 4コマ 28,500円 6コマ 41,250円 8コマ 54,000円

4コマ 6コマ 8コマ

4コマ 37,700円 8コマ 53,600円 8コマ 64,100円

中３

プレミアム授業 8コマ （込41,470） 8コマ （込58,960） 12コマ （込70,510）

中１/2/3

2対1個別授業 21,800円 4コマ 36,800円 8コマ 51,800円

8コマ 8コマ 8コマ

プレミアム授業 8 （込23,980） 12コマ （込35,530） 16コマ （込47,080）

プレミアム授業 4コマ （込32,340） 6コマ （込46,860） 8コマ （込61,380）

中1/2

プレミアム授業 （込23,980） （込40,480） （込56,980）

21,800円 32,300円 42,800円

時短 本気 逆転

時短 本気 逆転

2対1個別授業

【公立中学・高校受験】お任せコース（教科、回数など全てお任せのセット）

【公立中学・高校受験】セミオーダーコース（教科選択※コンテンツ利用料込）



2021年度の試験から新大学入試制度が開始され、各大学の様相は今までの常識に沿わなくなってきま
した。また学習指導要領の改訂にあたり、英語を中心に学習内容が変更されたり単元が増加されてい
ます。高校生は変化しつつある受験を想定しながら、求められるレベルに応じた学習をすることが必要
です。大学別の入試傾向、学校の進度や学習内容に応じた適切な指導を実施します。

計16コマ 計24コマ 計３２コマ
2対1個別授業8コマ 2対1個別授業12コマ 2対1個別授業16コマ

プレミアム授業8コマ プレミアム授業12コマ プレミアム授業16コマ

①数学１A・2B・3（数優法） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

②4技能総合英語（英達道） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

③英検突破2級/準1級（英達道） 計16コマ 計24コマ 計32コマ

④現代文・古文（文才門） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

コンテンツを利用して、社説などの文章も含めて現代文の

演習を。古文はアプリを利用して単語力もつけます。

⑤物理・化学（理博法） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

⑥生物（理博法） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

⑦日本史・世界史・倫理政経（社王道） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底演習を行います。本気コース以上

ではより細かく単元を分けて演習を繰り返します。

2,000円 3,000円 5,000円 8,000円 12,000円 17,000円 23,000円

（込2,200) （込3,300) （込5,500) （込8,800) （込13,200) （込18,700) （込25,300)

（込38,720） 4コマ （込50,270） 8コマ （込61,820）

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底演習を行います。本気コース以上

では受験教材を使用して一歩進んだ内容を行います。 プレミアム授業

33,100円 43,600円

プレミアム授業

時短 本気 逆転

2対1個別授業 22,600円 4コマ 39,400円 4コマ 49,900円

8コマ 8コマ 12コマ

時短 本気 逆転

56,200円

32コマ以上 40コマ以上 48コマ以上 52コマ以上
※講習会の追加総コマ数

に応じて、左記表の割引が

割引

（込89,925）

時短 本気 逆転

8コマ 35,200円 8コマ 45,700円 8コマ 56,200円

適用されます。

コンテンツを利用して多読とシャドーイングを行い、

アプリで単語力強化など、４技能をバランス良く。

2対1個別授業

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 2対1個別授業

16コマ

2対1個別授業 4コマ 40,800円 6コマ 54,450円 10コマ 81,750円

プレミアム授業

部活動などで日数が確保できない生徒や、この

本気 逆転

を視野に入れながら進めます。（高２例）数学１０ もしっかり演習量を確保。（高１例）数学１２コマ

コマ数 8コマ以上 16コマ以上 24コマ以上

英語１０コマ、古文４コマ、化学基礎６コマ。

夏に帰省予定のある生徒など、短い時間の中で 理系科目、文系科目も追加して推薦、受験の両方

(込56,760) (込84,590) (込111,320)

スタンダードな個別多めのコースです。高２生は 夏期の目標の一つに「弱点分野の発見と克服」

時短コース 本気コース 逆転コース

割引3,000円後 割引5,000円後 割引8,000円後

51,600円 76,900円 101,200円

て夏季課題に取り組みます。 コマ、英語８コマ、物理６コマで復習と予習。

があります。発見するためにも、克服するために

（高１例）数学８コマ、英語８コマとして単元を絞っ

時短

高校生の夏期講習

（全て税抜価格となります）

時短 本気 逆転

これまでの総復習を行い、苦手を発見・克服し 2対1個別授業 6コマ 42,550円 8コマ 56,200円 12コマ 83,500円

「２次関数」だけなど更に単元を絞り復習。 プレミアム授業 6コマ （込46,805） 8コマ （込61,820） 12コマ （込91,850）

8コマ （込44,880） 10コマ （込59,895） 14コマ

時短 本気 逆転

6コマ 58,450円 10コマ 85,750円 16コマ 116,200円

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。 プレミアム授業 10コマ （込64,295） 14コマ （込94,325）

（込24,860） （込36,410） （込47,960）

（込127,820）

8 12コマ 16コマ

時短 本気 逆転

「力学」と「熱」だけに絞るなど、単元反復演習を行い、 2対1個別授業 8コマ 35,200円 8コマ 45,700円 8コマ

プレミアム授業

苦手分野を得点源にします。 プレミアム授業 （込38,720） 4コマ （込50,270） 8コマ （込61,820）

（込24,860） （込43,340） （込54,890）

22,600円
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【高校1・2年生】お任せコース（教科、回数など全てお任せのセット）

【高校1・2年生】セミオーダーコース（教科選択※コンテンツ利用料込）



計32コマ 計40コマ 計48コマ
2対1個別授業16コマ 2対1個別授業20コマ 2対1個別授業24コマ

プレミアム授業16コマ プレミアム授業20コマ プレミアム授業24コマ

①文系数学１A・2B（数優法） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

②理系数学１A・2B・3（数優法） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

③4技能総合英語（英達道） 計12コマ 計16コマ 計24コマ

④英検突破2級/準1級（英達道） 計16コマ 計24コマ 計32コマ

⑤現代文・古文（文才門） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

コンテンツを利用して、社説などの文章も含めて現代文の

演習を。古文はアプリを利用して単語力もつけます。

⑥物理・化学（理博法） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

⑦生物（理博法） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

⑧日本史・世界史・倫理政経（社王道） 計8コマ 計12コマ 計16コマ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底演習を行います。本気コース以上

ではより細かく単元を分けて演習を繰り返します。

夏まで部活動が続く場合などで日数が確保でき スタンダードな個別多めのコースです。理系科目 内部推薦で９月テストの場合は夏が天王山と

ない生徒向け。通常は本気コース以上をお勧め 文系科目の追加、国立を目指す場合は普段とってなります。長時間確保できる最後の機会に悔い

します。（例）英語１６コマ、古文８コマ、世界史８ いない科目も。（私大理系目標）数学１６コマ、 がないように。（内部推薦）数学１２コマ、英語

コマとして、受験のベース作りに専念します。 英語１６コマ、物理８コマで苦手克服と総演習。 １２コマ、国語１２コマ、物理１２コマ

時短コース 本気コース 逆転コース

割引8,000円後 割引12,000円後 割引17,000円後

106,000円 130,500円 154,000円
(込116,600) (込143,550) (込169,400)

（込93,225）

87,100円

「微積分」だけなど更に単元を絞り復習。 プレミアム授業 6コマ （込48,785） 8コマ （込64,460） 12コマ （込95,810）

時短 本気 逆転

8コマ 37,600円 8コマ

10コマ （込66,275）

2対1個別授業

2対1個別授業

プレミアム授業

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底演習を行います。本気コース以上 2対1個別授業 22,600円 4コマ 40,600円 4コマ 51,100円

8コマ

コンテンツを利用して多読とシャドーイングを行い、 2対1個別授業

アプリで単語力強化など、４技能をバランス良く。 プレミアム授業 （込46,200） 10コマ

受験範囲の総復習を行い、苦手を発見・克服し 2対1個別授業 6コマ 44,350円 8コマ 58,600円 12コマ

時短 本気 逆転

既に何度目かの受検の場合は時短コースでも。今回が初め 2対1個別授業 6コマ 60,250円 10コマ

（込61,875） 14コマ

121,000円

時短 本気

適用されます。

時短

コマ数 8コマ以上 16コマ以上 24コマ以上 32コマ以上 40コマ以上 48コマ以上 52コマ以上
※講習会の追加総コマ数

に応じて、左記表の割引が

割引

（込95,810）

ての場合は本気コースで。確実を目指すなら逆転コースを。 プレミアム授業 14コマ （込97,625） 16コマ （込133,100）

23,000円

（込2,200) （込3,300) （込5,500) （全て税抜価格となります）

時短 本気 逆転

受験範囲の総復習を行い、苦手を発見・克服し 2対1個別授業 6コマ 44,350円 8コマ 58,600円 12コマ 87,100円

「２次関数」だけなど更に単元を絞り復習。 プレミアム授業 6コマ （込48,785） 8コマ

（込8,800) （込13,200) （込18,700) （込25,300)

2,000円 3,000円 5,000円 8,000円 12,000円 17,000円

（込64,460） 12コマ

8コマ 37,600円 8コマ 48,100円 8コマ 58,600円

48,100円 8コマ 58,600円
（込41,360） 4コマ （込52,910） 8コマ （込64,460）

逆転

時短 本気 逆転

4コマ 42,000円 6コマ 56,250円 10コマ 84,750円

8コマ

本気 逆転

88,750円 16コマ

8コマ （込44,660）（込24,860）

「力学」と「熱」だけに絞るなど、単元反復演習を行い、

プレミアム授業 （込41,360） 4コマ （込52,910） 8コマ （込64,460）

43,600円
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プレミアム授業 8 （込24,860） 12コマ （込36,410） 16コマ （込47,960）

時短 本気 逆転

（込56,210）

苦手分野を得点源にします。

33,100円

12コマでは受験教材を使用して一歩進んだ内容を行います。 プレミアム授業

時短 本気 逆転

22,600円

【高校３年生・大学受験生】お任せコース（教科、回数など全てお任せのセット）

【高校3年生・大学受験生】セミオーダーコース（教科選択※コンテンツ利用料込）



【コンテンツ利用料金一覧表】

理科・社会　映像授業
フォレスタプラス（2科目）
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オリジナル記憶アプリ
MONOXER モノグサ

学びエイド

コンテンツ名 料金

速読・速解 terrace（テラス）

速読英語 terrace（テラス）

英会話1回25分
OLLECO オレコ(4回)

4,000円
英会話1回15分

GET ゲット(4回)

（込1,320）

英会話1回25分
OLLECO オレコ(2回) 4,000円

読むとくメソッド

内容

全ての教科の土台作りとなる読解力・速解力の底上げをし、飛躍的な学力
アップを実現する国内一の最強ツールです。

新大学共通テストをはじめ、昨今の英語入試に要求される速読力及びリス
ニング力を同時に強化し、英語の偏差値を飛躍的に伸ばします。

3,000円
（込3,300）

3,000円
（込3,300）

7、000円
（込7,700）

（込4,400）

600円
（込660）

1,600円
（込1,760）

1,200円

（込4,400）

英会話1回15分
GET ゲット(2回) 2,000円

（込2,200）

理科・社会　映像授業
フォレスタプラス（1科目） 800円

（込880）

1,200円
（込1,320）

授業時間内で、れんせい会講師のフォロー付きでの外国人とのマンツーマ
ンのオンライン英会話。新中学問題集準拠で会話練習ができるので、入試
問題に直結した実践力が体系的に身につきます。

授業時間内で、れんせい会講師のフォロー付きでの外国人とのマンツーマ
ンのオンライン英会話。教科書準拠教材で会話練習ができるので、学校の
授業との相乗効果があります。

覚えるべき事柄を、れんせい会の教科別チームが作成したデータを確実に
覚えさせ、授業でもサポートできるアプリです。

有名予備校講師による、教科別・単元別の解説動画を見放題。れんせい会
の授業内で進捗確認及び質疑応答のサポートをします。

学力の高い子に共通するのは読書好きであることです。
プロのナレーターによる読み聞かせは、読書の楽しさを知り、読書好きに
し、語彙力も強化します。

テキストに合わせた、お笑い芸人による楽しい動画解説授業です。苦手分
野の理解に強力なツールです。



【フルオーダーコース利用料金一覧表】

●小学生

右記料金追加

●中学生

右記料金追加

●高校生

右記料金追加
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2回毎

なし

回数

４回

6回

８回

12回

2回毎

なし

回数

４回

８回

6回

中３生

17,400 18,300

ー２,000

（込19,140） （込20,130）
４回

6回

回数

８回

割引 非受験 中学受験 中学受験

受験４年

（込ー1,100）

ー２,000
（込ー2,200）

17,400 18,300 19,200

33,800 35,600 37,400

（込21,120）

26,100 27,450 28,800
（込28,710） （込30,195） （込31,680）

１対２個別

５年 ６年

なし

割引

なし

割引

なし

高１生 高2生 高3生

１対２個別

12回

ー1,000

（込ー1,100） （込37,180） （込39,160） （込39,160）

（込39,160）

12回

2回毎

なし

ー1,000 33,800 35,600 35,600

１対２個別

（込37,180）

私立

（込41,140）

50,200 52,900 55,600
（込55,220） （込58,190） （込61,160）

8,200 8,650 9,100
（込9,020） （込9,515） （込10,010）

中３生

中１生

中２生

公立

19,200 20,400

18,300
（込19,140） （込20,130） （込20,130）

26,100 27,450 27,450
（込28,710） （込30,195） （込30,195）

9,100 9,100 9,700
（込10,010） （込10,010） （込10,670）

（込21,120） （込21,120） （込22,440）

28,800 28,800 30,600
（込31,680） （込31,680） （込33,660）

ー1,000 37,400 37,400 39,800
（込ー1,100） （込41,140） （込41,140） （込43,780）

ー２,000 55,600 55,600 59,200
（込ー2,200） （込61,160） （込61,160） （込65,120）

50,200 52,900 52,900
（込ー2,200） （込55,220） （込58,190） （込58,190）

8,200 8,650 8,650
（込9,020） （込9,515） （込9,515）

19,200

フルオーダーコース



【お願いとご注意】

●日程確認については、ＧＲＯＷ教育システムをご利用下さい。（紙ベースではお渡ししておりません）

●遅刻、欠席の際は必ず前日20時までに保護者サイトまたは各教室へメールご連絡ください。

●当日のご欠席については、お振替致しかねますので、予めご了承下さい。

●教室内での食事は、休憩時間のみ可能です。お飲み物については常時お飲みいただいて構いません。

●通塾の際は、事故等に十分お気をつけください。また、西永福教室・永福町教室については駐輪場

　 がないため、近隣に迷惑がかからないように、区の駐輪場などをご利用下さい。

●暑い寒いなど、それぞれの体感温度に個人差がございますので、調整しやすい服装でいらして下さい。

●講習期間内の授業の振替は全コマ数の20％(小数点以下切り捨て)までとさせていただいております。

●７月１０日（土）までのお取り消しの場合は全額ご返金いたします。

　 お申し込み内容の変更についても７月１０日（土）までにご連絡をお願いいたします。

期間内にご入塾された方が対象です。ご紹介された方が通塾後１か月継続が条件です。

ご紹介してくれた方・された方の両方にプレゼントします。

図書カード 3,000円分

〇 キャンペーン期間 お友達をさそって、いっしょに勉強ができるようになりましょう！

文

書

、

イ

ラ

ス

ト

、

画

像

、

写
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〔お友達紹介キャンペーン〕

６月１２日(土)　～　７月１０日(土)


