
２０２０年夏期講習会のご案内【七里教室】
スクール２１七里教室
℡０４８（６８９）９２０１

★　夏期講習スケジュール（中学部）　★
曜日 月 火 水 木 金 土 日
日付 ７／２０ ７／２１ ７／２２ ７／２３ ７／２４ ７／２５ ７／２６
中３

１学期最終日
■Ⅰ期（１）５科A

教室クローズ日
中２・中１ ■Ⅰ期（１）
日付 ７／２７ ７／２８ ７／２９ ７／３０ ７／３１ ８／１ ８／２
中３ ■Ⅰ期（２）３科B ■Ⅰ期（２）理社C ■Ⅰ期（３）５科B ■Ⅰ期（４）５科B ■Ⅰ期（５）５科Ａ ■Ⅱ期（１）５科A

教室クローズ日
中２・中１ ■Ⅰ期（２） ■Ⅰ期（３） ■Ⅰ期（４）
日付 ８／３ ８／４ ８／５ ８／６ ８／７ ８／８ ８／９
中３ ■Ⅱ期（２）５科A ■Ⅱ期（３）５科A ■Ⅱ期（４）５科A ■Ⅱ期（５）５科A ★特訓①（１） ★特訓①（２）

教室クローズ日
中２・中１ ■Ⅱ期（１） ■Ⅱ期（２） ■Ⅱ期（３） ■Ⅱ期（４） ★特訓（１） ★特訓（２）
日付 ８／１０ ８／１１ ８／１２ ８／１３ ８／１４ ８／１５ ８／１６
中３ ★特訓①（３） ★特訓①（４） ☆特訓②（１） ☆特訓②（２） ☆特訓②（３） ☆特訓②（４）

教室クローズ日
中２・中１ ★特訓（３） ★特訓（４）
日付 ８／１７ ８／１８ ８／１９ ８／２０ ８／２１ ８／２２ ８／２３
中３ ■Ⅲ期（１）５科B ■Ⅲ期（２）３科B ■Ⅲ期（２）理社Ｃ ■Ⅲ期（３）３科Ｂ ■Ⅲ期（３）理社Ｃ ■Ⅲ期（４）５科A

教室クローズ日
中２・中１ ■前期総合力演習 ■Ⅲ期（１） ■Ⅲ期（２） ■Ⅲ期（３）
日付 ８／２４ ８／２５ ８／２６ ８／２７ ８／２８ ８／２９ ８／３０
中３ ■Ⅲ期（５）５科B ■Ⅳ期（１）３科B ■Ⅳ期（１）理社C ■Ⅳ期（２）３科B ■Ⅳ期（２）理社C ■Ⅳ期（３）５科A

教室クローズ日
中２・中１ ■Ⅲ期（４） ■Ⅳ期（１） ■Ⅳ期（２） ■Ⅳ期（３）
日付 ８／３１ ９／１ ９／２ ９／３ ９／４ ９／５ ９／６
中３ ■Ⅳ期（４）３科B ■Ⅳ期（４）理社Ｃ ■Ⅳ期（５）３科Ｂ ■Ⅳ期（５）理社Ｃ

月例テスト ２学期開講日
中２・中１ ■Ⅳ期（４） ■後期総合力演習

※中３生のＡ・Ｂ・Ｃの表記は時間帯（別紙）になります。学校の行事予定により変更する場合もございます。

★　夏期講習スケジュール（小学部）　★
曜日 月 火 水 木 金 土 日
日付 ７／２０ ７／２１ ７／２２ ７／２３ ７／２４ ７／２５ ７／２６

小６～小４ＲＸ

１学期終了日

■Ⅰ期（１）Ａ

教室クローズ日
小６ＹＴ ■Ⅰ期（１）A
小５ＵＸ ■Ⅰ期（１）Ａ
小３Ｊ ■Ⅰ期（１）Ａ
日付 ７／２７ ７／２８ ７／２９ ７／３０ ７／３１ ８／１ ８／２

小６～小４ＲＸ ■Ⅰ期（２）Ｂ ■Ⅰ期（３）Ｂ ■Ⅰ期（４）Ａ 教室クローズ日
小６ＹＴ ■Ⅰ期（２）Ｂ ■Ⅰ期（２）Ｂ ■Ⅰ期（３）Ｂ ■Ⅰ期（３）Ｂ ■Ⅰ期（４）Ｃ ■Ⅱ期（１）Ａ



小５ＵＸ ■Ⅰ期（２）Ｂ ■Ⅰ期（３）Ｂ ■Ⅰ期（４）Ｂ ■Ⅱ期（１）Ａ
小３Ｊ ■Ⅰ期（２）Ｂ ■Ⅰ期（３）Ｂ ■Ⅱ期（１）Ａ
日付 ８／３ ８／４ ８／５ ８／６ ８／７ ８／８ ８／９

小６～小４ＲＸ ■Ⅱ期（１）Ａ ■Ⅱ期（２）Ａ ■Ⅱ期（３）Ａ ■Ⅱ期（４）Ａ

教室クローズ日
小６ＹＴ ■Ⅱ期（２）Ａ ■Ⅱ期（３）Ａ ■Ⅱ期（４）Ａ ★特訓①（１） ★特訓①（２）
小５ＵＸ ■Ⅱ期（２）Ａ ■Ⅱ期（３）Ａ ■Ⅱ期（４）Ａ
小３Ｊ ■Ⅱ期（２）Ａ ■Ⅱ期（３）Ａ
日付 ８／１０ ８／１１ ８／１２ ８／１３ ８／１４ ８／１５ ８／１６

小６～小４ＲＸ

教室クローズ日
小６ＹＴ ★特訓①（３） ★特訓①（４） ☆特訓②（１） ☆特訓②（２） ☆特訓②（３） ☆特訓②（４）
小５ＵＸ
小３Ｊ
日付 ８／１７ ８／１８ ８／１９ ８／２０ ８／２１ ８／２２ ８／２３

小６～小４ＲＸ ■Ⅲ期（１）Ｂ ■Ⅲ期（２）Ｂ ■Ⅲ期（３）Ｂ ■Ⅲ期（４）Ａ

教室クローズ日
小６ＹＴ ■Ⅲ期（１）C ■Ⅲ期（２）Ｂ ■Ⅲ期（２）Ｂ ■Ⅲ期（３）Ｂ ■Ⅲ期（３）Ｂ ■Ⅲ期（４）Ａ
小５ＵＸ ■Ⅲ期（１）Ｂ ■Ⅲ期（２）Ｂ ■Ⅲ期（３）Ｂ ■Ⅲ期（４）Ａ
小３Ｊ ■Ⅲ期（１）Ｂ ■Ⅲ期（２）Ｂ ■Ⅲ期（３）Ａ
日付 ８／２４ ８／２５ ８／２６ ８／２７ ８／２８ ８／２９ ８／３０

小６～小４ＲＸ ■Ⅳ期（１）Ｂ ■Ⅳ期（２）Ｂ ■Ⅳ期（３）Ｂ ■Ⅳ期（４）Ａ

教室クローズ日
小６ＹＴ ■Ⅲ期（４）Ｂ ■Ⅳ期（１）Ｂ ■Ⅳ期（１）Ｂ ■Ⅳ期（２）Ｂ ■Ⅳ期（２）Ｂ ■Ⅳ期（３）Ａ
小５ＵＸ ■Ⅳ期（１）Ｂ ■Ⅳ期（２）Ｂ ■Ⅳ期（３）Ｂ ■Ⅳ期（４）Ａ
小３Ｊ ■Ⅳ期（１）Ｂ ■Ⅳ期（２）Ｂ ■Ⅳ期（３）Ａ
日付 ８／３１ ９／１ ９／２ ９／３ ９／４ ９／５ ９／６

小６～小４ＲＸ

２学期開講日
小６ＹＹ ■Ⅳ期（４）Ｂ ■Ⅳ期（４）Ｂ
小５ＵＸ
小３Ｊ

※Ａ・Ｂ・（Ｃ）の表記は時間帯（別紙）となります。学校の行事予定により変更する場合もございます。

時間帯・費用

【中学部　Ⅰ～Ⅳ期　時間帯・費用】
学年 ｺｰｽ 教科 時間帯Ａ 時間帯Ｂ 時間帯Ｃ １期分の授業料（税別） 夏期テキスト代（税別）

中３

SU ３科 13：45～16：20 18：45～21：20 ― １６，７００円 ４，８００円

SB 理社 16：30～18：10 16：30～18：10 18：45～20：25 ８，６００円 ３，４３０円

SG・ＳＰ ３科 15：35～18：10 18：45～21：20 ― １６，７００円 ４，８９０円

A 理社 13：45～15：25 16：30～18：10 19：40～21：20 ８，１００円 ２，７６０円

学年 ｺｰｽ 教科 時間帯 １期分の授業料（税別） 夏期テキスト代（税別）

中２
V 国数英 18：45～21：20 １５，３００円 ２，７６０円

SP 国数英 18：45～21：20 １４，８００円 ２，９３０円

中１
V 国数英 18：45～21：20 １５，３００円 ２，６５０円

SP 国数英 18：45～21：20 １４，８００円 ２，７２０円



　※授業料…Ⅰ期～Ⅳ期それぞれの税別価格となります。授業料の割引制度は別途ご案内いたします。
　※講習テキスト代…一部コースを除きⅠ期～Ⅳ期で共通のものを使用します。入塾される場合は別途通年テキスト代が必要となります。

【中学部　特訓講座①　時間帯・費用】　日程：８月７日（金）～８月11日（火）　※休講日：８月９日（日）
学年 対象 教科 講座名 時間帯 授業料（税別） 講習ﾃｷｽﾄ代（税別）

中３ SU・SG・SP 理社 北辰対策48時間特訓①（理社） 13：10～20：20 27,700円 1,690円

中２ V･SP 理社 短期理社完成特訓 18：10～21：30 13,850円 920円

中１ V･SP 理社 短期理社完成特訓 18：10～21：30 13,850円 1,000円

【中学部　特訓講座②　時間帯・費用】　日程：８月 12日（水）～８月15日（土）
学年 対象 教科 講座名 時間帯 授業料（税別） 講習ﾃｷｽﾄ代（税別）

中３ SU・SG・SP 国数英 北辰対策48時間特訓②（英数国） 10：30～17：40 27,700円 3,250円

　※中３の特訓講座は、①②両方を受講することで48時間となります。

【小学部　Ⅰ～Ⅳ期　時間帯・費用】
学年 ｺｰｽ 教科 時間帯Ａ 時間帯Ｂ １期分の授業料（税別） 夏期テキスト代（税別）

小４～小６ RXR 算国英 10：35～12：15 16：30～18：10 ６，７００円 ２，４００円

小５ UX 算国理社 12：50～15：25 16：30～19：05 ９，５００円 ２，６００円

小３ JMJ 算国 10：35～12：15 16：30～18：10 ６，７００円 ２，３８０円

学年 ｺｰｽ 教科 時間帯Ａ 時間帯Ｂ 時間帯Ｃ １期分の授業料（税別） 夏期テキスト代（税別）

小６ YT 算国理社 10：35～18：10 16：30～20：25 13：45～21：20 ２８，０００円 ６，２００円

　※授業料…Ⅰ期～Ⅳ期それぞれの税別価格となります。授業料の割引制度は別途ご案内いたします。
　※講習テキスト代…一部コースを除きⅠ期～Ⅳ期で共通のものを使用します。
　※小４～小６ＲＸコースではⅠ期（Ⅲ期）に算国または算英・Ⅱ期（Ⅳ期）算英または算国の授業をおこないます。


