


受講料 教材費

¥52,800 ¥2,750

¥29,700 ¥1,650

¥66,000 ¥2,750

¥39,600 ¥1,650

期間

セット受講（3教科） 英数国 56時間（3時間×12回＋5時間×4回）＋FT

セット受講（5教科） 英数国理社 88時間（5時間×12回＋7時間×4回）＋FT

英数国理社

36時間（3時間×12回）＋模試＋FT

時間数

①＋③受講（3教科）

内容

7/26～8/11

③長野県統一模試

②集中対策講座

講座

60時間（5時間×12回）＋模試＋FT

①レギュラー講座

①＋③受講（5教科）

英数国

教科

・中学ＮＥＴ英数＋国理社の重要単元を12回シリーズで

・重点単元ピンポイント講座（2日間）＋ワークショップ

・「なが模試」（5教科。志望校判定テスト。①・②とも共通）

8/17,18

8/29

受講料 教材費

クラス 教科

時間数

英語：東進こども英語を使ったサマーレッスン

¥13,200 ¥1,100

算数：算数パズルと計算トレーニングを使ったアクティブラーニング

小学生
アクティブ

小3～小6
(無学年）

小3～小6
(無学年） 12時間（2時間×6回＋FT）

小学生
アクティブ

7/26(月） 7/27(火) 7/28(水) 7/29(木) 7/30(金) 8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) 8/5(木) 8/6(金)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

8/10(火) 8/11(水) 8/17(火) 8/18(水) 8/21(土) 8/22(日) 8/28(土) 8/29(日)
◎ ◎ ◎（受験生） ◎（受験生） ＦＴ ＦＴ ＦＴ ＦＴ・なが模試

8/12(木)～16（月）
休業

小3

小4・小5

小6

受講料 教材費

小3(2科） ¥13,200 ¥1,100

小4・小5（4科） ¥29,700 ¥2,200

小6（4科） ¥66,000 ¥2,200

小4・小5（2科） ¥19,800 ¥1,100

小6（2科） ¥39,600 ¥1,10046時間（3時間×12回＋5時間×2回＋FT）

四谷大塚 74時間（5時間×12回＋7時間×2回＋FT）

四谷大塚

24時間（2時間×12回＋FT)

16時間（2時間×8回＋FT）

クラス 教科

12時間（2時間×6回＋FT）

算数・国語・理科・社会（四谷大塚夏期テキストを使用）

時間数

算数・国語・理科・社会（四谷大塚夏期テキストを使用）

算数・国語（四谷大塚夏期テキストを使用）

受講料 教材費

無料 無料

無料 無料

招待講習名 時間数

1講座（90分×5コマ）＋終了判定テスト

4講座（90分×20コマ）＋終了判定テスト

高3部活生特別招待講習

高1・高2夏期特別招待講習

受講料 教材費

¥22,000 ¥1,100

¥11,000 ¥1,100

¥26,400 ¥2,200

・中学ＮＥＴ（英数）＋学力別編成ライブを8回シリーズで。

・各学年、英・数最重要単元の集中講座を4回シリーズで。

①レギュラー講座

②英数集中講座 学力別編成ライブ

内容

7/26～8/4

NET＋ライブ

②英数集中講座

講座 期間

20時間（2.5時間×8回）＋FT

★セット受講(お得)

時間数

①レギュラー講座

30時間（2.5時間×12回）＋FT

8/4～8/11

英数国理

教科

10時間（2.5時間×4回）＋FT

お問い合わせの皆様へ 2021年 6月 1日
（ 全教室共通 ） ヨダゼミ教務部・経理部

夏期講習のご案内

◎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。（8/12（月）～ 16(日）はお休みです。）

◎四谷大塚クラス→佐久・中軽井沢・上田中央教室・野沢北・小諸教室で実施します。

★四谷大塚クラスの夏期講習は休み明けの公開組分けテスト対策授業を含みます。
（小4・小5は前半日程で算・国、後半日程で理・社の授業を実施します。）

◎こども英語パッケージクラス→全教室で実施します。

★集中講座：英数の重点単元ピンポイント講座とＯＢ生による報告会＋ワークショップで受験に向けた決意を

固め、休み明けからの総合テストに備えます。

◎岩村田駅前・野沢北高前・上田海野町の各校舎で実施します。中軽井沢・小諸教室をご希望の方はご相談ください。

★高速基礎マスター講座（英単語・計算演習）が無料で利用できます。
★個別指導との併用も可能です。詳しくは事前にご相談ください。

日

程

小学生部門
◎四谷大塚クラス（小3～小6）

○おもな対象者

私立・公立の中高一貫校を目

指すを目指す生徒さんをはじ

め，公立中進学希望者でも，

より発展的な学習を望む方。

○授業内容

四谷大塚夏期テキストと類題

演習プリントを用いて，基礎

事項の徹底確認と応用力・思

考力の向上を目指します。

◎こども英語クラス（小3～小6）

○おもな対象者

公立中学進学希望者で，基礎

の確立を重視しながら，思考

力・判断力の強化を望む方。

○授業内容

東進こども英語塾（SMP）
の復習レッスンと算数パズル

＋計算トレーニングを使っ

た、基礎トレーニング。

中学生部門
◎中３生（全教室学力別編成）

①レギュラー講座

→中学ＮＥＴ英数＋国理社ライ

ブ。12回シリーズで重要単元を総

復習します。

②集中対策講座

→英数の最重要単元をピンポイ

ント攻略。休み明けの総合テスト

対策講座は5教科体制で。

③長野県統一模試（なが模試）

→全受講生必修。志望校判定。

◎中１・中２（学力別編成）

・１・２年生も、全教室で中学Ｎ

ＥＴ＋学力別編成ライブの併用に

より，重要単元の完全理解を目指

します。

高校・高卒生部門
◎東進衛星予備校特別招待講習

○高３：部活生特別招待講習

90分×5コマの講習講座に1講

座無料ご招待。

○高1・高2：夏期特別招待講習・

90分×5コマの講習講座に4講

座まで無料ご招待。



2時間

受講料

6回 16回

¥25,740 ¥58,080

¥17,160 ¥42,240

¥15,840

3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

高校生

小学生

3時間

2時間

時間数/回

3時間

5時間

中1・中2

中3

高1～高卒生まで

\550×教科数

\550×教科数

¥38,720

¥23,760 ¥52,800

2時間

2時間

3時間

¥14,520 ¥35,200

\550×教科数

\550×教科数

\550×教科数

\550×教科数

¥24,750 ¥55,440

¥37,950 ¥83,600

¥19,800 ¥49,280

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）

¥29,700 ¥68,640

教材費

\550×教科数

\550×教科数

\550×教科数¥39,600

¥33,000

¥46,200

10回

¥24,200

¥26,400

¥36,300

¥37,950

¥57,750

¥28,600

★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，お問い合せ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 ¥60,500
★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。

¥27,500
実費（基本は無料）

小4～中2

小6受験・中3

高1・高2

¥25,300

講義60分
＋演習60分

¥31,900

¥29,700

教材費

実費（基本は無料）¥51,700

¥56,100

¥47,300 実費（基本は無料）

対象

教科

4回 8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

7/26(月） 7/27(火) 7/28(水) 7/29(木) 7/30(金) 8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) 8/5(木) 8/6(金)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

8/10(火) 8/11(水) 8/17(火) 8/18(水) 8/21(土) 8/22(日) 8/28(土) 8/29(日)
◎ ◎ ◎（受験生） ◎（受験生） ＦＴ ＦＴ ＦＴ ＦＴ・なが模試

8/12(木)～16（月）
休業

◎夏期日程の中から，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。）

★中学NETとの併用は、一斉クラスの
受講料に準じます。

★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。（イレギュラー分時間単価：小学生¥1,188、中学生¥1,296、高校生¥1,512で承ります。）

◎佐久教室のみ実施します。

◎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お申込書類を各教室まで持参
②お申込書類をＦａｘにて送信 ★受講料の納入を持って手続き完了となります。
（０２６７－６８－８３１８までお願いいたします。） 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。

③お申込書類を郵送 ◎東進衛星予備校での受講をご希望の場合は，別紙をご参照願います。
（佐久市岩村田１２７５－３３ ヨダゼミ佐久教室あて） （手続きなども大きく異なりますのでご注意ください。）

個別対応クラス_一人一人の学習計画

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。

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

東進衛星予備校 岩村田駅前校
野沢北高前校 上田海野町校



進学塾ヨダゼミ上田中央教室


