
Winter Schedule

12/25 (土) 1/6 (木)▲

Winter School

がんばった人に･･･
笑顔の贈りもの。

冬期講習会冬期講習会



開設コース Egg 進学教室 冬期講習会冬期講習会

中１Ｐ中１Ｐ
 
 

学習範囲

基礎 標準 応用 発展

基礎力養成基礎力養成

英語

数学

理科

後期前半までの文法内容の総整理及び、
後期後半の予習を行います。

1年次重要単元である、方程式･関数･図
形を、基礎から徹底的に復習します。

光･音･力及び物質の性質について、重要
事項を整理し、知識を定着させます。

社会 地理･歴史前半の総復習及び、後半の予
習を行います。

中３Ｓ中３Ｓ
 
 

学習範囲

基礎 標準 応用 発展

公立高校受験公立高校受験

公立高校合格を目標に、全学年の学習内容を１つ
1つチェックしていきます。また、公立入試頻出
問題・重要問題を中心とした、実戦形式の授業に
より、効率よく、得点力をアップさせることを主
眼に指導します。

中３Ｈ中３Ｈ
 
 

学習範囲

基礎 標準 応用 発展
私国立･公立
上位校受験
私国立･公立
上位校受験

目標は、私国立・公立上位校合格。全学年の学習
内容の総復習を行い、弱点をチェックし、得点力
のアップをはかります。また、入試重要単元を中
心に、より高度な問題に取り組み、上位校合格の
ための実力を養成します。

小６Ｓ小６Ｓ
 
 

学習範囲

基礎 標準 応用 発展

基礎力養成基礎力養成

国語

算数

英語

文章読解を中心に読解力を養成します。

後期前半までの重要単元を中心に、基礎
学力を定着させ、応用力を養成します。

中学英語の基礎となる英語表現を中心に
学習します。

中学の準備はこの冬から！中学の準備はこの冬から！
小６S コースでは、中学英語の基礎をこの冬
期講習会から、中学数学の基礎を１月後半
から学習していきます。

中２Ｐ中２Ｐ
 
 

学習範囲

基礎 標準 応用 発展

基礎力定着基礎力定着

英語

数学

理科

得点差のつく英作文を中心に指導します。

必ず正解しなければならない各単元の小
問を中心に指導します。

頻出単元の実験・観察問題を中心に指導
します。

社会 資料問題･記述問題を中心に指導します。

各教科とも公立高校入試問題(過去問／1･2年内容)
を使用し、合否を分ける基本問題の演習を行い、入
試に対する意識づけと基礎力の定着をはかります。

実施要項実施要項 ※ 時間変更  中３HS  12/30  AM 10:00 ～ 11:50   1/4  PM 1:20 ～ 5:10 
　　　　　　

   

コース 指導教科 指導日 指導日数 指導時間

中１Ｐ

中２Ｐ

中３Ｓ

中３Ｈ

国･数･英･理･社

英･数･理･社

英･数･理･社

国･数･英･理･社

12/25～29, 1/4～6

12/25～29, 1/4～6

12/25～30, 1/4～6

12/25～30, 1/4～6

  8日間

  8日間

  9日間

  9日間

PM 6:40～9:10

PM 1:20～5:50

PM 1:20～5:50

PM 6:40～9:10

小６Ｓ 国･算･英 12/25～29, 1/5～6   7日間 PM 4:40～6:30

わかるまで繰り返す
反復指導で、
ひとり一人の冬の目標を
実現します！

・責任をもちきる
   ひとり一人の個性指導
・講習の初日から自信のスタート
・少人数クラス編成
・確認テストで理解を定着
・わからないところは個別フォロー
・成果を高める目的別クラス編成 SAFTYSAFTY入退室通知メール

お子様の教室への入退室をメールで配信！

万が一に備えて、塾保険に加入！

しっかり出迎え、きっちり見送り。
挨拶励行を兼ねた登下校指導！

塾総合保険

出迎え･見送り



開設コース PSS SCHOOL

※ ステップ学習を受講される方は、算･国･英の中から１～３教科を選択してください。
　 また、受講日数を 4～6日の間でご指定下さい。

くり返し学習により、基礎から徹底的に習得。
個人の能力･進度に応じて学習することによ
り無理なく基礎学力を身につけさせます。

ステップ学習ステップ学習 無学年･進級式

英語･数学について、大学入試の基礎となる内
容を中心に演習を行い、解法のポイントを習
得させます。

シニアⅠシニアⅠ 基礎力養成

大学受験の基礎固めとして、英語については、
英文法の総整理を、数学については、数ⅠA
の総復習を行います。

シニアⅡシニアⅡ 基礎力養成
共通テストの出題形式に合わせ、長文問題の
解法のポイントを習得させ、得点力アップを
はかります。

シニアⅢEシニアⅢE 大学受験

共通テスト重要問題を中心に、解法のテク
ニックを習得させ、共通テストでの高得点を
目指します。

シニアⅢMa･MbシニアⅢMa･Mb 大学受験

   

実施要項実施要項 

コース 指導教科 指導日 指導日数 指導時間

ステップ学習

シニアⅠ

シニアⅡ

シニアⅢE

シニアⅢMa

シニアⅢMb

国･算･英 ( 選択 )

英・数

数ⅡB

数ⅠA

英

英・数

12/25～28, 1/5～6

12/25･27･29, 1/5

12/26･28, 1/4･6

12/25～29, 1/4～6

12/25･27･29, 1/5

12/26･28, 1/4･6

  4～6日間

  4日間

  4日間

  8日間

  4日間

  4日間

PM 1:00～2:30

PM 7:40～9:30

PM 4:50～6:20

PM 2:50～4:40

PM 2:50～4:40

対象

小1～6

高1

高2

高3

高3

高3

PM 7:40～9:30

PSS 個別指導
学校補習から、
中 ・ 高 ・ 大学受験まで！

対 象

小 1 ～高３
過卒生

たとえば

このような人に

  最適です！

●特定の教科に絞って集中的に指導を受けたい。

●自分のペースに合わせた時間帯で勉強したい。

●志望校の出題傾向に合わせた学習を進めたい。

●学習習慣を身につけ学校の成績を上げたい。

●使っている教科書に沿った内容で学習したい。

個別指導Ⅰでは生徒１人に教師が１人。個別指導Ⅱでは生徒２人に教師が１人。
それぞれ個別の学習プログラムで個々の目的に合わせ、徹底指導！

個別指導Ⅰ-１対１ / 個別指導Ⅱ-２対1 １コマ70分 4コマ～

指導日時 ： 12/25～12/29， 1/4～1/6

◎ ＰＭ 1:20～2:30 ◎ ＰＭ 5:20～6:30
◎ ＰＭ 2:40～3:50 ◎ ＰＭ 6:40～7:50
◎ ＰＭ 4:00～5:10 ◎ ＰＭ 8:00～9:10 

※ ご希望の指導コマ数（4 コマ以上）、教科を
    指定の上、お申込み下さい。
※ 指導日･時間は面談の上、決定させてい
    ただきます。
※ 上記以外の時間をご希望の場合はご相談
    下さい。

そ
の
日
の
授
業
が
そ
の
日
に
身
に
つ
く
！

導入講義 (50分)
大学受験のプロ講師が、重要なポイ
ントをしっかり押さえつつ、例題を
使って問題の解き方を分かりやすく
解説。1段階

解説講義 (50分)

再び講師による演習問題の解答と解
説。知識を整理して自分のものとす
るとともに、プラスαの事項を習得。3段階

問題演習 (50分)

導入講義でおこなった問題の「類題」
を自分の力で解き、「できる」ように
なる。応用問題にもチャレンジ。2段階

※講座内容等詳細はお問合せ下さい。

志望校合格に導く、充実のラインナップ！志望校合格に導く、充実のラインナップ！

ＢＢＹ-Ｅ (高３・過卒生) 大学受験対策講座 
●難関国公立・私大レベル       ●国公立・上位私大レベル

●共通テスト・中堅私大レベル ●基礎事項マスタレベル

ＢＢＹ-Ｔ (高１・高２生)  テーマ別攻略講座 

●入試問題チャレンジレベル  ●教科書応用問題レベル

●教科書基本問題レベル    ●基礎事項マスタレベル

全256講座

３
段
階
学
習
シ
ス
テ
ム

BBY ブロードバンド予備校
対 象 ： 高１～高３ ・ 過卒生対 象 ： 高１～高３ ・ 過卒生

有名予備校の超一流講師による授業を、インターネットで配信！ 
自分のレベルと目的に合わせて、１教科から受講できます！

無料体験授業随時実施中！



 冬期講習会受講経費  
下記受講料にはテキスト代・暖房費等すべての
経費が含まれております。  

  
  

ご不明な点がございましたら、
ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

お問合せ TEL ２７１－２０７６

FAX  ２７１－２７０７
 MAIL members@eggweb.co.jp

レギュラー

 

 
 

  

  

  

コース 受講料 コース 受講料 コース 受講料

ステップ 6,600 １日追加毎 1,650 加算

シニアⅠ 11,000

シニアⅡ 11,000

シニアⅢE 17,600

シニアⅢMa 11,000

シニアⅢMb 11,000

コース 受講料 コース 受講料

個別指導Ⅰ
16,720４コマ

１コマ 3,520
個別指導Ⅱ

５コマ目～

13,200４コマ

１コマ 3,080５コマ目～

コース 受講料 ( 半期 ) コース 受講料 ( 半期 )

テーマ別
攻略講座
BBY-T

41,250１講座

2 講座目～

大学受験
対策講座
BBY-E35,750

29,700１講座

2 講座目～ 25,300

Egg
進学教室

PSS
SCHOOL

BB
予備校

同一家族より２名以上受講される場合は、２人目(受講料の低い生徒について)
より、受講料を半額とします。ただし、個別指導が割引対象になる場合は、
5,500円の割引とさせていただきます。尚、BBYは適用対象外です。

☆ 兄弟姉妹受講特典 ☆☆ 兄弟姉妹受講特典 ☆

コース 受講料 コース 受講料 コース 受講料

小６Ｓ 16,500 中１Ｐ 20,350

中２Ｐ 20,350

中３HS 35,200 

※ BBY受講料は講座単位の料金です（受講期間－レギュラー講座：3～4か月・講習講座：1か月程度）

夏期・冬期講座

コース 受講料 ( 半期 ) コース 受講料 ( 半期 )

テーマ別
攻略講座
BBY-T

14,520１講座

2 講座目～

大学受験
対策講座
BBY-E12,320

14,520１講座

2 講座目～ 12,320

BB
予備校

　 BBYの受講料の詳細は別途見積もりいたします。

※ BBYをすでに受講されている方は、追加がある場合のみお申込みください。

税込

 
 ◇  冬期講習会  受講手続き  ◇

  

  

  

入会申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
尚、受講経費につきましては、お申し込み時にご入金いただくか、
お申し込み後、銀行振込または現金でご入金下さい。

※ お電話・FAX・MAIL及びホームページからのお申し込みでも結構です。


