


受講料 教材費

中1 ¥16,500 ¥1,100

中2 ¥16,500 ¥1,100
時間数

15時間（2.5時間×6回）

15時間（2.5時間×6回）

時間数

教科
英語・数学（リモート授業＋AI演習）

2学期までの復習＋3学期の予習
中1・中2

12/25(土) 12/26(日) 12/27(月) 12/28(火) 12/29(水) 12/30(木) 12/31(金) 1/1・2
◎ ◎ 休み ◎ ◎ ○（特訓） ○（特訓） 休み

1/3(月) 1/4(火) 1/5（水） 1/6（木） 1/7（金） 1/8(土) 1/9(日) 1/10(月)
○（特訓） ○（特訓） ◎ 休み 休み ◎ ○（ＦＴ） ○（ＦＴ）

期間

12/25～1/9

12/30～1/4

教科 受講料 教材費

¥31,900 ¥2,200

¥22,000 ¥1,100

¥49,500 ¥3,300

★算・国2科目での受講（新島学園中志望者など）も可能です。受講料は40%引きです。

・4教科（または2教科）の入試類題演習講座を6回シリーズで。

・各教科とも，入試本番を想定した予想問題を4回シリーズで。

時間数

60時間（5時間×12回）

36時間（5時間×6回+FT）

24時間（6時間×4回）

①

②

セット受講

講座 内容

①実力錬成講座

4教科

②正月特訓講座

受講料 教材費

¥31,900 ¥2,750

¥22,000 ¥1,100

¥49,500 ¥3,850

・5教科の重要単元を6回シリーズで。

・1日1教科　6時間×4日間（4教科）の超集中特訓講座。

セット受講

時間数

①

60時間（5時間×6回+6時間×4回＋FT）

36時間（5時間×6回+FT）

24時間（6時間×4回）

講座 期間 内容

5教科

12/25～1/9

12/30～1/4

教科

②

①実力錬成講座

②正月特訓講座

講習代 教材費

★通期生は対象外です。通期講座の先行受講or講習ユニットを使っての受講となります。担任と相談して決定してください。

～1/7（金）まで

無料 校舎負担
・(90分×5コマ＋終了判定テスト)×最大3講座

・対象講座より1～3講座を選択。
・対象講座より1～2講座を選択。
・対象講座より1講座を選択。

・高速基礎マスター講座（英単語・計算演習）利用可。

受講期間
～12/11
12/12～18
12/19～25

講座 申込期間

冬期特別
招待講習 教科 時間数

受講可能講座数

四谷大塚 小3～小5

アクティブ 小3～小6

中学準備 新中１

受講料 教材費

小3 ¥13,200 ¥1,100

小4 ¥19,800 ¥1,100

小5 ¥19,800 ¥1,100

小3・4

小5・6

中学準備 新中1

9時間（1.5時間×6回)

クラス 教科

9時間（1.5時間×6回）

時間数

算数・国語（四谷大塚冬期テキストを使用）

東進中学NET（講座受講＋AI演習）＋リモートライブで英数を先取り。

東進こども英語＋算数（こども英語SMPと算数のパッケージ）

★無料招待

12時間（2時間×6回）

12時間（2時間×6回）

四谷大塚

12時間（2時間×6回)

アクティブ
9時間（1.5時間×6回)

★無料招待

講習代 教材費

～1/7（金）まで

無料 校舎負担
・(90分×5コマ＋終了判定テスト)×最大3講座

・対象講座より1～3講座を選択。
・対象講座より1～2講座を選択。
・対象講座より1講座を選択。

・高速基礎マスター講座（英単語・計算演習）利用可。

受講期間
～12/11
12/12～18
12/19～25

講座 申込期間

冬期特別
招待講習 教科 時間数

受講可能講座数

お問い合わせの皆様へ 2021年 11月 1日
（ 佐久・野沢北・中軽井沢・小諸・上田中央教室 ） ヨダゼミ教務部・経理部

冬期講習のご案内

◎開講クラス・日程・時間割は，学年・クラスにより異なります。詳しくは別紙カリキュラム表をご確認ください。

◎高1・高2は東進冬期特別招待講習（3講座まで無料！ 現中3生も利用可能です。）

★高3・高卒生の入校期間は終了しております。

講習講座のみのご利用をご希望の場合は，

各校舎までご相談ください。

◎小６受験生（個別対応）

①長聖中コース：４教科

②新島中コース：算・国２科

◎非受験生

①四谷大塚クラス（小３～小５）

→私立中受験をご希望の方，発

展内容の学習をご希望の方。

②アクティブクラス（小２～５）

→東進こども英語＋算数のパッ

ケージクラス。無料招待。

★その他は、個別対応にて承りま

す。裏面をご覧ください。

小学生部門

日

程

◎中１・中２

・ヨダゼミの冬期講習は，１・２

年生もがっちり４教科。授業時間

も１５時間を確保して，２学期の

復習と３学期の予習を行います。

中学生部門
◎中３生

①実力錬成講座

→５教科の重点単元を６回シリ

ーズで徹底演習。

②正月特訓講座（オプション）

→一日１教科。数学の図形など

最重点単元を集中攻略。

◎東進中学ＮＥＴ特別招待講習

・冬期講習期間前から受講開始可

能。９０分授業✕６コマ✕２講座ま

で。通常講習との併用も可能で

す。

高校・高卒生部門

◎高１・高２（一般生）

・高１、高２生は完全無料の東進

冬期特別招待講習で，東進の分厚

いコンテンツの一端を確認。

◎新中１（現小６）

・学力別編成によるリモート授業

＋東進中学NETを使った、英・数

の先取り学習で、中学校生活への

準備を整えます。無料招待。

・応用（中高一貫校向け）、基礎

（公立中向け）の２系統。



¥2,750

¥2,750

教科

算・国・理・社（4教科から選択）

英・数・国・理・社（5教科から選択）

英・数・国・理（必要科目を選択）

¥33,000 ¥49,500

教材費

¥1,100

¥1,100

¥1,100

¥1,100

¥1,100

¥2,200

¥2,750

¥24,750

¥27,500 ¥41,250

¥16,500

¥16,500 ¥24,7503時間

¥8,800

3時間

3時間

¥13,200

¥19,800

¥16,500

小学生

2時間

時間数/回

3時間

5時間

中1・中2

中3

2時間

2時間

¥13,200

¥11,000

5時間

高1・高2

高3

対象

小学生

中学生

小3～小6まで

中1～中3まで

¥29,700

¥22,000 ¥33,000

¥19,800

高校生 高1～高卒生まで

受講料

4回 6回

12/25(土) 12/26(日) 12/27(月) 12/28(火) 12/29(水) 12/30(木) 12/31(金) 1/1・2
◎ ◎ 休み ◎ ◎ ○（特訓） ○（特訓） 休み

1/3(月) 1/4(火) 1/5（水） 1/6（木） 1/7（金） 1/8(土) 1/9(日) 1/10(月)
○（特訓） ○（特訓） ◎ 休み 休み ◎ ○（ＦＴ） ○（ＦＴ）

◎下記日程の中から，時間帯・回数・教科・内容をお決めいただき，学習計画表を提出してください。
（事前に担当講師とご相談ください。テキスト類もその折に決めさせていただきます。）

★上記以外のイレギュラーな受講も可能です。事前にご相談ください。

◎お申込方法 ◎受講料納入方法
・お申込書類に必要事項をご記入ください。 ・お申込書類確認後，ゆうちょ銀行のお振り込み用紙を発行
・個別対応クラスでの受講をご希望の場合は，学習計画表の させていただきます。（郵送にてお送りします。）
ご提出も必要です。 ↓

・下記，いずれかの方法にてお手続きください。 ・振込用紙到着後，１週間以内に最寄りの郵便局よりお手続き
ください。

①お申込書類を教室に持参
②お申込書類をＦａｘにて送信
（０２６７－６８－８３１８までお願いいたします。） ★受講料の納入をもって手続き完了となります。

③お申込書類を郵送 ご不明な点は，下記フリーダイヤルまでお問い合せください。
（佐久市岩村田１２７５－３３ ヨダゼミ佐久教室あて）

対象

教科

4回 6回

・小3～高3まで

時間数/回

・中高一貫生や単教科での指導をご希望の方にお薦めです。

全教科対応

受講料

実費（基本は無料）

教材費

実費（基本は無料）¥41,250

¥44,550¥29,700

¥39,600 実費（基本は無料）

¥27,500

小4～中2

小6受験・中3

高1・高2

¥26,400

講義60分
＋演習60分

¥31,900

★極力，ご希望の回数・時間帯でご用意しますが，先着順となりますので，はお早めにお願いいたします。

★ご希望の場合は，必ず，事前にご相談ください。

実費（基本は無料）高3 ¥51,150
★マンツーマン授業となりますので，授業枠に限りがあります。

日

程

◎小３～高卒生まで全教科対応

・個別対応クラスは，各自の都合に合わ

せて，授業時間数・教科・内容などを選

択していただけます。担当の講師陣とご

相談のうえ，個人別の学習計画をたて，

計画表に従って授業を進めて参ります。

◎学習プランは自由自在

・個別対応形式ですので，前学年に遡っ

ての復習や学年を越えての先取り学習，

首都圏難関校受験対策など，幅広いニー

ズにお応えできます。まずはご相談くだ

さい。

◎高校生は東進衛星予備校のコンテンツ

利用が可能です。

・高1・高2は特別招待講習（無料）。

完全個別クラス_専任講師と１：１

◎マンツーマンで密着指導

・完全個別クラスは，ヨダゼミ自慢の専

任講師陣を独り占め。１：１での真剣勝

負です。苦手科目がはっきりしている生

徒さんや自分の課題が明確な生徒さんに

は特にお薦めです。

◎中高一貫生にも最適

・マンツーマン指導ですので，学校から

の課題が多い生徒さんにとっては，つま

ずきポイントだけをピックアップして授

業に組み込むことも可能なため，能率良

く学習が進められます。

お申込・お手続き

個別対応クラス_一人一人の学習計画




