
          

 

     

◆ 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。 

総合型選抜対策 

あなたの素晴らしい功績をもっと素敵に

魅せませんか？これまで数えきれないほ

どの生徒の面接・小論文対策を行ってき

た指導経験豊かな講師があなたの合格ま

でお供します。 

問題演習講座 

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。 

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。                    ☞ 

聖学院公認 学内塾 

推薦入試も 

医学部入試も 

国公立対策も 

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 
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高校生講座      詳細は http://www.especialseminar.com/ 
※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。 

高Ⅰ講座ラインナップ 

英語 毎週水曜日 17:00～18：30 愛恵ビル 

数学 標準 毎週火曜日 19:00～20：30 愛恵ビル 

数学 発展 毎週木曜日 17:30～19：00 愛恵ビル 

物理 毎週金曜日 19:00～20：30 愛恵ビル 

古文 毎週木曜日 19：00～20：30 愛恵ビル 

※数学のクラス分けについて 

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。「推薦を見越して成績を落

とせない」「ゆっくり学びたい」という生徒に最適です。 

発 展：各単元で中堅の大学入試問題レベルまで扱います。理系や国公立大学への進学を考

えている生徒に最適です。 

高Ⅱ講座ラインナップ 

数学 毎週木曜日 19：00～20：30 愛恵ビル 

英語 毎週水曜日 18：30～20：00 愛恵ビル 

古文 毎週火曜日 16：00～17：30 学校 

世界史 毎週木曜日 17：00～18：30 学校 

現代文 毎週金曜日 18：30～20：00 愛恵ビル 

日本史 毎週木曜日 17：00～18：30 愛恵ビル 

化学 毎週金曜日 16：00～17：30 愛恵ビル 

物理 毎週土曜日 15:30～17：00 愛恵ビル 

生物 毎週土曜日 17：00～18：30 愛恵ビル 

Ⅲ講座ラインナップ 

数学 毎週水曜日 19：00～20：30 愛恵ビル 

英語 毎週水曜日 17：00～18：30 学校 

古文 毎週金曜日 19：00～20：30 愛恵ビル 

現代文 毎週木曜日 18：30～20：00 愛恵ビル 

日本史 毎週金曜日 17：00～18：30 愛恵ビル 

世界史 毎週金曜日 17：00～18：30 学校 

生物 毎週木曜日 19：00～20：30 愛恵ビル 

化学 毎週土曜日 14：00～15：30 愛恵ビル 

物理 毎週金曜日 17:30～19：00 愛恵ビル 

小論文（AO 対策） 毎週火曜日 17:30～19：00 愛恵ビル 

政治経済   お問い合わせください 

 定員に満たない場合、開講しないことがございます。予めご了承ください。 

 上記にない科目のご受講についてはご相談ください。  
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特別講座 

◆ 問題演習講座 
 授業を受けて「わかったつもり」になっていませんか？学習の基本は「問題演習」です。学

習内容の演習をお手伝いいたします。講座は問題集を用いながら、チューターの指示のもと問

題演習を行います。単元ごとに確認テストを行い、単元内容の定着を図ります。 

 120 分×週 2 回集中して、学力アップを目指しましょう。 

 毎週月・金曜日 19：00～21：00  愛恵ビルにて実施 

◆ 英語音読（リスニング対策）・英作文トレーニング 

 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。また、音読を繰り返し行う

ことにより知っているフレーズが多くなります。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。 

 英作文も英検の直前に対策するだけでは焼け石に水です。日々訓練することによって英検上

位級や大学入学試験問題にも対応できる確実な力をつけていきましょう。 

対応曜日：月～日のうち 5 日間×12 分を事前にスケジュール調整します。 

価  格：7,150 円／週×４週（計 240 分）＝28,600 円／月 

◆ 英検対策講座 
 GMARCH のある大学入学試験では、2021 年度より英語の独自入試が一部の学科を除き、

無くなりました。これからの大学入試では、「英検 2 級は当たり前」とされていきます。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。思い立ったが吉日。早い段階か

ら備えていきましょう。 

英検準 2 級：金曜 17：30～18：30（学校） 
英検 2 級：土曜 18：30～19：30（愛恵ビル） 

※英検準 1 級以上は、プライベート講座にて受講可能です。 

◆ プライベート講座 ※オンライン対応可 
  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：高校生 7,150 円（税込）/60 分 

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

    例 高校生で週 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：7,150 円×3＝21,450 円 

   ※海外大学進学準備や TOEFL など、担当が限られる授業は別途料金がかかります。 
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お申込み・料金について 

◆ お申込みについて 

 同封されているお申込み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） 

◎ 講座料金 

 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) 5 科目 69,575 (円/月) 

2 科目 29,150 (円/月) 6 科目 83,050 (円/月) 

3 科目 42,625 (円/月) 7 科目 96,525 (円/月) 

4 科目 56,100 (円/月) フリーパス(8 科目以上) 110,000 (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 7,150 (円/時間) 

※消費税率などに変動があった場合、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。 

※問題演習講座などクラスによっては、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 1,000 円引きとなります。 
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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 コードよりぜひ LINE にご登録ください。 


