
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                

 

学年 クラス 日程 講座数 受講費用 早期割引

小3 国算2科クラス 全6日間 授業４日（1日2コマ・各50分）・テスト2日 6,000円 3,000円

小4 国算2科クラス 全6日間 授業４日（1日2コマ・各50分）・テスト2日 6,000円 3,000円

国算2科クラス 全8日間 授業５日（1日2コマ・各50分）・テスト2日 12,000円 9,000円

国算社理５科クラス 全10日間 授業８日（1日3コマ・各50分）・テスト2日 15,000円 12,000円

国算2科クラス 全8日間 授業６日（1日2コマ・各50分）・テスト2日 12,000円 9,000円

国算社理５科クラス 全10日間 授業８日（1日3コマ・各50分）・テスト2日 15,000円 12,000円

中1 主要5科総合クラス 全10日間 授業８日（1日3コマ・各50分）・テスト2日 25,000円 22,000円

中2 主要5科総合クラス 全10日間 授業８日（1日3コマ・各50分）・テスト2日 25,000円 22,000円

中3 主要5科総合クラス 全15日間 授業12日（1日3コマ・各50分）・テスト3日 42,000円 37,000円

小5

小6

 

 

 

学年 日数 7/22木 7/23金 7/24土 7/25日 7/26月 7/27火 7/28水 7/29木 7/30金 7/31土 8/1日 8/2月 8/3火 8/4水 8/5木 8/6金 8/7土 8/8日 8/9月 8/10火 8/11水 8/12木

算数① 算数② 算数③ 算数④

国語① 国語② 国語③ 国語④

国語① 国語② 国語③ 国語④

算数① 算数② 算数③ 算数④

算数① 算数② 算数③ 算数④ 算数⑤ 算数⑥

国語① 国語② 国語③ 国語④ 国語⑤ 国語⑥

英語① 英語② 理科② 社会② 英語③ 英語④ 理科④ 社会④

理科① 算数① 算数② 算数③ 理科③ 算数④ 算数⑤ 算数⑥

社会① 国語① 国語② 国語③ 社会③ 国語④ 国語⑤ 国語⑥

国語① 国語② 国語③ 国語④ 国語⑤ 国語⑥

算数① 算数② 算数③ 算数④ 算数⑤ 算数⑥

理科① 理科② 社会② 英語② 理科③ 理科④ 社会④ 英語④

社会① 国語① 国語② 国語③ 社会③ 国語④ 国語⑤ 国語⑥

英語① 算数① 算数② 算数③ 英語③ 算数④ 算数⑤ 算数⑥

数学① 理科① 数学② 英語② MC 数学④ 理科③ 数学⑤

社会① 英語① 社会② 国語② MC 社会③ 英語④ 社会④

国語① 理科② 数学③ 英語③ MC 国語③ 理科④ 国語④

数学① 理科① 数学② 英語② MC 数学④ 理科③ 数学⑤

社会① 英語① 社会② 国語② MC 社会③ 英語④ 社会④

国語① 理科② 数学③ 英語③ MC 国語③ 理科④ 国語④

数学① 英語① 数学② 数学③ 理科② 英語④ 数学④ 数学⑤ 数学⑥ 理科⑤ 英語⑦ 数学⑦

社会① 理科① 社会② 社会③ 英語③ 理科④ 社会④ 社会⑤ 社会⑥ 英語⑥ 理科⑦ 社会⑦

国語① 英語② 国語② 国語③ 理科③ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 理科⑥ 演習① 国語⑦

社会① 理科① 社会② 社会③ 英語② 理科④ 社会④ 社会⑤ 社会⑥ 英語⑤ 理科⑦ 社会⑦

数学① 英語① 数学② 数学③ 理科③ 英語④ 数学④ 数学⑤ 数学⑥ 理科⑥ 英語⑦ 数学⑦

国語① 理科② 国語② 国語③ 英語③ 理科⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 演習① 国語⑦

中3超特 13:30～16:20 15日間 7月判模 休講 8月判模 休講 道コン

休講 道コン

中3南北 13:30～16:20 15日間 7月判模 休講 8月判模 休講 道コン

10日間 ST 休講

道コン

中1南北 18:00～20:50 10日間 ST 休講 休講 道コン

09:30～12:20

小6(2科) 10:30～12:20 8日間 ST 休講 休講 道コン

休講 道コン

小5(5科) 09:30～12:20 10日間 ST 休講 休講 道コン

8日間 ST 休講

小4(2科) 10:30～12:20 6日間 ST 休講 休講 道コン

休講 休講 道コン6日間 ST

10日間 ST 休講

小3(2科) 10:30～12:20

小5(2科) 10:30～12:20

小6(5科)

中2南北 18:00～20:50

休講

時間

 

※ 日程・科目は変更になる場合があります。 日程の都合が合わない場合はご相談ください。 【 ℡ ０１２０-４４-３７５９ 】 

 

 

詳しい情報はこちらから 



                         

                        

講習会前に実施されるこのテストは北海道学力コンクールとほぼ同範囲で行われます。自分の得意、不得意を把

握し、講習会での授業を一層効果的なものとします。 

                         

                        

講習会中盤までに見つかった弱点を確認し、今後の学習の進め方を考えるために行われます。勉強すべき課題を

はっきりとさせることで、講習会後半の学習効果を高めます。 

                         

                        

全道最大の受験者数を誇る学力テストです。講習会の成果を存分に発揮しましょう。 

【 各種テスト時間帯 】 

学年 トライアル・判定模試Ⅰ 学年 ミドルチェック・判定模試Ⅱ 学年 北海道学力コンクール

小学生 14:00～15:10 中１ 18:00～20:50 小学２科 14:00～15:10

中１ 14:30～18:20 中２ 18:00～20:50 小学５科 14:00～17:00

中２   9:00～12:50 中３ 12:50～17:50 中１ 14:30～18:20

中３   9:00～14:00 中２ 　9:00～12:50

中３   9:00～14:00
 

 

  

 

 

 

 小学算国講座   日時：７月３日(土) １０：００～１１：５０ 

１学期の内容を中心に、基本問題から応用問題までの復習を行う特別無料講座です。 

 

 

 ７時間耐久特別講座   日時：７月１０日(土) １０：００～１７：００ 

７時間集中して学習に取り組む力を養います。通称「７耐」と呼ばれるニスコの特別無料講座です。 

 

 

 夏期入試特訓講座   日時：７月１７日(土)・１８日(日) １０：００～１５：００ 

国語の論説文、数学の関数と図形、英語の長文読解の特訓講座です。中３生を対象として、学力ABCや入試

本番に向けた実践力を鍛えていきます。 （※一般生：22,000円 → 講習会と同時受講の場合：14,300円） 

 

 

 

℡ ０１２０－４４－３７５９ 迄 

夏期講習会特別講座 

 


