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聖学院公認 学内塾

学校の授業

から高校卒業

まで６年間

徹底サポート

英検や TOEFL

などの各種

試験にも対応

生徒一人一人

に合わせた

学習プラン

をご提供

◆Ev 特の授業メニュー

クラス授業

大手塾などでの指導経験のある講師が学

校カリキュラムに準拠しつつ、学んだこ

とが将来の大学入試にどう応用されるの

かを指導いたします。予備校レベルの授

業を少人数で受講することができます。

プライベート講座（個別指導）

経験豊富な講師が担当し、事前に目標を

定め、それに向かって指導を行っていく

ため、目的がブレることなく、確実に実

力を養います。英語や数学はもちろん、

どの科目でもお応えいたします。

問題徹底演習講座

何事もくり返しの練習を積まなければ身

につきません。しかし、1人で地道なトレー

ニングを積むことはとても難しいです。

そこで、チューターのサポートのもと徹

底した問題演習を行い、確かな実力をつ

けましょう。

英検対策講座

「英検」は日頃の準備がとても大切です。

また、「英検」には合格の秘訣があります。

英検に特化した準備を行うことで、最短

ルートで合格まで導きます。学校の授業

内容に＋αでスキルアップを目指してい

きましょう。

入塾前面談であなたにピッタリの受講方法をご提案します。

まずは、右のＱＲコードからＬＩＮＥにお友達登録をし、☞

お問い合わせ下さい。



講座一覧

　学校の進度に合わせ、各単元プリントをくり

返し解き、わからない部分は解説を加え進めて

いく講座です。学習内容の定着や弱点の克服を

図るのに最適な講座となっております。

毎週月・金曜日 19：00 ～ 21：00

◆クラス講座（９０分）

中１

中２

中３

英語

数学

金曜日　16：00 ～ 17：30

火曜日　16：00 ～ 17：30

月曜日　16：00 ～ 17：30

火曜日　17：00 ～ 18：30

水曜日　16：00 ～ 17：30

英語

数学(標準)

数学(発展)

火曜日　16：00 ～ 17：30

水曜日　16：00 ～ 17：30

木曜日　16：00 ～ 17：30

英語

数学(標準)

数学(発展)

講座名 開講時間学　年

◆英検対策講座（６０分）　　　　　　

　リスニングや面接対策を含め、合格までしっかりサポートします。「英検」をはじめとする

各種民間試験は大学受験で求められている資格でもあります。早いうちからの対策をし、受験

時には他の科目、個別試験の対策に注力できるようにしましょう。

　　英検 5 級：土曜　14：00 ～ 15：00　　　　英検 4 級：土曜　15：00 ～ 16：00
　　英検 3 級：土曜　16：00 ～ 17：00　　　　英検準 2 級：金曜　17：30 ～ 18：30
　　英検 2 級：土曜　18：30 ～ 19：30

時間：受講前に相談の上決定（講師の空き状況により、ご希望に沿えない場合があります）

料金：中学生　5,500 円（税込）/60 分

　　　※月ごとに回数が変動します。※1回の時間は 60 分・90 分の 2種類

　　　　例　中学生で週 1、受講している曜日が 3回（60 分 /1 回）の月だった場合

  …料金：5,500 円×3＝16,500 円

　　　　※TOEFL など、担当が限られる授業は別途料金がかかります。

◆問題演習講座

◆プライベート講座　※オンライン対応可

※数学のクラス分けについて

学校のコースによるクラス分けではあ

りません。

標　準：学校の小テストや定期テスト

　　　　に向けた学習を行います。

　　　　「数学が苦手」「ゆっくり学び

　　　　たい」という生徒に最適です。

発　展：発展問題を扱い実践的な演習

　　　　まで取り組みます。また、学

　　　　習内容も先取りをしていきま

　　　　す。「得意を伸ばしたい」とい

　　　　う生徒に最適です。

(旧学び直し )

　リスニング対策には音読を定期的に行うことがと

ても重要です。シャドーウィングを中心とし、毎日

音読を録音し、送信していただきます。録音データ

をもとに講師がアドバイスをいたします。

対応曜日：月～日のうち 5 日間 ×12 分

価　　格：28,600 円　　※原則オンラインにて実施

◆英語音読・作文トレーニング

学校 4階にて実施 愛恵ビルにて実施

※実施場所は変更する可能性があります。受講者は各担当からの最新の情報にご注意ください。

学

学

学

学

学

学

学

愛

愛

愛

愛

愛

学

学

学

学



受講科目の組合わせをご提案します

★学校の学習をしっかりこなしたい方

　学校の小テスト・定期テスト対策から、発展問題まで

の学習をサポートします。3年生では、高校の授業内容

を見据えた授業を展開します。

　さらに中 2以降の数学はクラ

ス分けをしますので、自分のペ

ースで納得いくまで学べます。 月額 29,150 円

クラス

英語

クラス

数学＋

GOAL

一段ずつでも
一段飛ばしでも

目標 (GOAL) を見据え
着実に進みます。

★問題演習をして、弱点補強をしたい方

　「苦手が……」の根本原因は、問題演習の量が不足し

ているのかもしれません。

　「問題演習講座」では、講座名のとおり、問題演習を

たくさんすることにより、授業での学習内容を定着させます。

自分自身では採点ややり込みが甘くなってしまう。そんな

方におすすめです。

月額 29,150 円
クラス

数学
クラス

英語

問題

演習
or＋

※以下のプランは一例です。

　組合せに迷ったら、

　お電話でご相談を！

★資格取得を目指したい方

「英語や数学が得意！」という方にはコチラ。

　自分のレベルに合わせてドンドン進級させていきまし

ょう。「英検」の他に、TOEFL や「数検」にも対応してい

ます。数学に関しては、プライベート講座を受講するこ

とで、「数検」の対策をす

るとともに、定期テスト

対策をおろそかにしない

学習が可能となります。

英検

各級
＋ プライベート

講座

月額 26,400 円

※プライベート 3 回で計算



Ev 特の授業の味は人間味。～君の「わからない」にとことん向き合います～

※ 年 2 回　授業料に加算いたします。

お申込みについて

　同封されているお申込用紙に必要事項を記入し、開講時間内に、直接学校本館 402 教室にお持ち

いただくか、お申込用紙をスキャンしていただき、Evening 特別講座教務運営事務局の電子メール

( evening.special.seminar@gmail.com ) か FAX（03-5980-7847）にご送信ください。尚、上記お申

し込み方法が難しい場合は、学校の担任の先生に直接お渡しください。

料金について（価格は全て税 10％を含みます）

◎ 入会金　11,000 円（初回のみ）

◎ 雑  費　7,700 円（4 月・10 月）

※消費税率などに変動あった場合、料金が変更となることがあります。

※クラス授業は、月 3回が基本となります。

※クラスによっては、別途教材を購入していただくことがあります。（実費）

※プライベート講座は、月によって回数が変動いたします。

※クラス授業と英検講座の同時受講の場合は 1000 円引きとなります。

お申込み・お問い合わせ　はこちらまで
聖学院公認放課後講座　Evening 特別講座教務運営事務局
住所　　：東京都北区中里 2-6-1 愛恵ビル 10B
営業時間：13：00-20：00
TEL/FAX：03-5980-7847
WEB   ：http://www.especialseminar.com/
e-mail  ：evening.special.seminar@gmail.com
※右の QR コードより是非 LINE にご登録ください。

◎ 授業料（月額制）

　通常クラスの料金は月額制となります。合計 8科目以上の受講はフリーパス料金となり、何講座受

講しても同一料金となります。また、授業料の他、ご入会金と雑費をいただきます。

通常クラス授業

1 科目 14,575 (円/月) 2 科目 29,150 (円/月)

特別授業

英検講座 9,900 (円/月) 問題演習講座
120 分×6 回

14,575 (円/月)
音読・英作文
トレーニング 28,600 (円/月) プライベート講座 5,500 (円/時間)


