
★堀川・西京・嵯峨野特訓 中１・中２対象

★堀川・西京・嵯峨野特訓 夏の合格講座 中３対象

★３科（国・英・数）集中特訓 中３対象



◆英語　中１：専門学科の入試は超長文！その土台を築くため、中１夏に読める文章や間違えやすい問題を集めました。

　　　　　 中２：長文にチャレンジすることを中心に、文法問題もより発展的な内容にチャレンジ！丁寧な演習と解説で応用力を養います！

◆数学　中１：難関公立専門学科入試に向けて、中１の現時点でできるハイレベルな整数問題・図形問題・方程式などを演習します。

　　　　　 中２：この時期にチャレンジしてほしい数式・関数・平面図形・空間図形の各分野のハイレベル問題を丁寧に演習・解説します。

◆国語　中１：難関専門学科受験に重要にな古文の基礎知識および読解問題に挑戦し、丁寧な解説を行い、古文の基礎固めを行います。           

　　　　　 中２：京都難関公立高校専門学科入試に向けて、中2の夏に挑戦して欲しい論説・古文の問題を演習し丁寧な解説を行います。

☆日　時 ８月１日（月）～８月６日（土）　    １７：００　～　１８：３０

☆教　科 英語・数学・国語（各45分×4講時）※必修

☆受講料 【正会員・ﾁｬﾚﾝｼﾞ生】 12,000円   【ｴﾝﾄﾗﾝｽ生（一般）】 15,000円   【テキスト代】 1,000円     ※消費税別

◆英語　専門学科の長い長い長文を体験してみましょう！演習と解説を繰り返し、実戦力を養います。また頻出の文法

            問題も過去の入試から徹底分析して出題しています。

◆数学　専門学科入試特有の整数問題・場合の数などの練習不足になりがちな単元もこの夏に徹底的に演習します。

　          過去問の類題を解くことで，入試レベルを実感できます。

◆国語　専門学科入試の国語はかなり高難度な問題が出題されます。現代文・古文の記述問題を中心に徹底的に演習。

◆理科　専門学科特有の記述問題の演習を通して答案作成練習をしていきます。

◆社会　専門学科入試を意図した短文解答問題を含んだ演習形式で解説・講義を行います。

☆日　程  ７月２９日（金）～３１日（日）・８月２日（火）、８月５日（金）～８月８日（月）、１７日（水）、１８日（木）、２０日（土）

☆時　間 ９：００　～　１２：１０　※受講科目数により日時は異なります。詳しくは、別紙時間割をご確認ください。

☆教　科 英語・数学（各45分×12講時）※必修　 国語（45分×8講時）   理科・社会（各45分×6講時）

☆受講料 【正会員・ﾁｬﾚﾝｼﾞ生】　

英語・数学：各12,000円　 国語：8,000円   理科・社会：各6,000円 　テキスト代：1,000円　　※消費税別

【ｴﾝﾄﾗﾝｽ生（一般）】　

※上記正会員価格の受講合計額にプラス3,000円が必要になります。　　※消費税別

 過去の入試問題から、国語・英語・数学についての重要単元を集中的に学習します。

◆英語　長文と対話文、リスニング問題に文法問題と、バランスよく出題しています。公立前期普通科・併願私学の入試を

            意図して問題構成しています。

◆数学　式の展開・因数分解・平方根・２次方程式を徹底演習して，数式分野の基礎力完成を目指します。また，総合問題

         　 で現段階での実力把握ができます。

◆国語　現代文では文学的文章・説明的文章を、古文では説話等を中心に、読解問題を徹底演習し、国語の総合的な学力

　　　　　  向上を目指します。

☆日　程  ７月２９日（金）～３１日（日）・８月２日（火）、８月５日（金）～８月８日（月）、１７日（水）、１８日（木）、２０日（土）

☆時　間 ９：００　～　１２：１０　※受講科目数により日時は異なります。詳しくは、別紙時間割をご確認ください。

☆教　科 英語・数学（各45分×12講時） ※必修　  国語（45分×8講時）

☆受講料 【正会員・ﾁｬﾚﾝｼﾞ生】　

英語・数学：各12,000円　 国語：8,000円 　テキスト代：1,000円　　※消費税別

【ｴﾝﾄﾗﾝｽ生（一般）】　

※上記正会員価格の受講合計額にプラス3,000円が必要になります。　　※消費税別



☆日　時

☆教　科

☆単　元

☆受講料

2016年度　中学部 入試対策講座　＜受講料一覧・申込書＞
中１・中２対象　堀川・西京・嵯峨野特訓

申込欄 受講料

 12,000 　◆正会員・ﾁｬﾚﾝｼﾞ生料金（園生・ＧＦ生）

 15,000 　◆ｴﾝﾄﾗﾝｽ生料金（一般）

中３対象　堀川・西京・嵯峨野特訓　夏の合格講座

申込欄 受講料

 12,000 　◆正会員・ﾁｬﾚﾝｼﾞ生料金（園生・ＧＦ生）

 12,000 　￥

 8,000

 6,000 　◆ｴﾝﾄﾗﾝｽ生料金（一般）

 6,000 　￥　　　　　　　　　　　　 ＋3,000　　=￥

中３対象　３科集中特訓

申込欄 受講料

　◆正会員・ﾁｬﾚﾝｼﾞ生料金（園生・ＧＦ生）

　￥

　◆ｴﾝﾄﾗﾝｽ生料金（一般）

　￥　　　　　　　　　　　　 ＋3,000　　=￥

中３　理科・社会集中特訓講座
申込欄 受講料

 12,000

★教材費  1,000 ※選択教科数による増額はございません。

学年

　　ご案内を希望されない方は□にチェックをしてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□希望しない

◆社会　世界地理・日本地理・日本史通史

12,000円 　※早期割引の対象となりません。 　テキスト代：1,000円はかかりません。　　※消費税別　

高校入試に向けて基本の演習を徹底的に行い、秋以降の成績アップにつなげます。理科・社会の学習時間を確保できていない方、苦手な方におすすめで
す。

７月３０日（土）、８月８日（月）、１７日（水）、２０日（土）・・・９：００～１０：３０

８月６日（土）、１８日（木）･･･１０：４０～１２：１０

理科・社会（各45分×6講時）

◆理科　電流・運動とエネルギ－・動物とヒトの体

学年 受講科目

中学3年生 理科・社会

合計金額

※早期割引はございません。
※テキスト代は必要ございません。

◎今後、成基コミュニティグループの教育サービスやイベント、キャンペーンに関するご案内を　させていただきますが、

保護者氏名

E-mailアドレス

受講料

講座合計 ￥　　　　　　　　　（各種講座合計）＋￥1,000（教材費）＝￥

税抜合計 ￥　　　　　　　   －￥3,000（早期割引：該当のみ）＝￥

消費税 ￥ 総合計 ￥

合計金額

中学3年生

英語

数学

国語

 12,000

 12,000

 8,000

受講科目

受講科目

学年 会員・非会員区分

中学1・2年生 英語・数学・国語

学年

中学3年生

合計金額

国語

英語

数学

受講科目

理科

社会

学年

フリガナ

受講者氏名

生年月日

ご住所

お電話番号

西暦　　　　年　　　月　　　日

 〒

2016年　　　　　月　　　　　日　記入

学校名

中学校 年

会員番号

き
り
と
り

※表示価格はすべて、 消費税を含んでおりません。

※早期割引きは、他の割引との併用はできません。また、お一人様につき、対象の夏期講座・講習の中で１回のみ適用。

◎上記講座は知求館限定の講座となります。



2016年　成基学園　知求館教室　夏期講習会時間割 【前期：7月24日～8月2日　　後期：8月3日～8月22日】

☆中学１年生・２年生 6月21日現在

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
学年 ｺｰｽ 時間帯 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

19:00～20:30 国語 数学 数学 国語 数学 数学 英語 英語 英語 社会 英語 国語 数学 国語 理科 国語 数学 国語

20:40～22:10 理科 理科 英語 理科 英語 社会 社会 数学 国語 国語 数学 数学 英語 社会 英語 理科 英語 社会

19:00～20:30 理科 理科 英語 理科 英語 社会 社会 数学 国語 国語 数学 数学 英語 社会 英語 理科 英語 社会

20:40～22:10 国語 数学 数学 国語 数学 数学 英語 英語 社会 英語 英語 国語 数学 国語 理科 国語 数学 国語

19:00～20:30 理科 理科 理科 数学 社会 数学 英語 英語 社会 英語 英語 数学 国語 社会 国語 数学 国語 数学

20:40～22:10 国語 数学 英語 国語 英語 国語 数学 国語 理科 社会 社会 英語 数学 国語 英語 英語 理科 理科

19:00～20:30 理科 理科 社会 数学 理科 数学 数学 数学 数学 英語 数学 社会 社会 数学 理科 理科 数学 数学

20:40～22:10 国語 社会 国語 英語 国語 英語 国語 英語 英語 社会 国語 英語 英語 国語 国語 英語 国語 英語

19:00～20:30 国語 社会 国語 英語 国語 英語 国語 英語 英語 数学 国語 英語 英語 国語 国語 英語 国語 英語

20:40～22:10 理科 理科 社会 社会 理科 数学 数学 数学 数学 英語 数学 社会 社会 数学 理科 理科 数学 数学

19:00～20:30 国語 数学 英語 国語 英語 国語 数学 社会 国語 社会 社会 英語 英語 国語 理科 英語 英語 理科

20:40～22:10 理科 理科 社会 数学 理科 数学 英語 英語 数学 英語 数学 数学 国語 社会 国語 数学 国語 数学

中1 17:00～18:30 英語 英語 数学 国語 国語 数学

中2 17:00～18:30 国語 数学 国語 英語 英語 数学

☆中学3年生

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
学年 ｺｰｽ 時間帯 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

13:00～14:30 理科 理科 国語 数学 国語 英語 国語 国語 数学 国語 国語 国語 社会 英語 理科 国語 社会 数学

14:40～16:10 数学 英語 数学 理科 英語 社会 数学 英語 社会 英語 数学 数学 英語 数学 英語 理科 数学 社会

16:20～17:50 英語 社会 英語 理科

13:00～14:30 数学 英語 数学 理科 英語 社会 数学 英語 社会 英語 数学 数学 英語 数学 英語 理科 数学 社会

14:40～16:10 理科 理科 国語 数学 国語 英語 国語 国語 数学 国語 国語 国語 社会 英語 理科 国語 社会 数学

16:20～17:50 英語 社会 英語 理科

13:00～14:30 数学 英語 社会 数学 理科 数学 社会 数学 英語 数学 英語 数学 数学 英語 数学 英語 理科 数学 数学 英語

14:40～16:10 理科 理科 英語 国語 英語 国語 英語 国語 国語 社会 国語 国語 国語 社会 英語 理科 国語 社会 社会 理科

☆中学３年生　オプション講座

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
時間帯 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

9:00～10:30 国語 英語 国語 英語 国語 社会 英語 英語 国語 社会 英語

10:40～12:10 数学 社会 数学 数学 数学 英語 数学 理科 理科 数学 理科

9:00～10:30 数学 社会 数学 数学 数学 英語 数学 理科 理科 数学 理科

10:40～12:10 国語 英語 国語 英語 国語 社会 英語 英語 国語 社会 英語

講座名

堀西
特訓

中3

Ｓ

Ｈ

A

7月 8月

お休み

堀川・西京・嵯峨野
特訓

3科集中＆
理社集中特訓

お休み

お休み

7月 8月

中1

Ｓ

Ｈ

A

中2

Ｓ

Ｈ

A

最
終
日
テ
ス
ト

最
終
日
テ
ス
ト

7月 8月

※最終日テストは22日（17：30～18：35）実施

※最終日テストは22日（17：30～18：35）実施


