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TILA BLUEBEAR SCHOOL
ブルーベアースクール２０１９，６月10日

本年度夏期講習を下記のように行います。 期間は７月 30日～８月 29日
中高生のﾒﾝﾊﾞｰは、新１年生も含め 必修受講して下さい。

夏休み明け定期テストに備え後半の夏期講習は定期テスト範囲中心に行います。目標を持って計画的に受講して下さい。

夏期講習受講生は優先的に定期テスト対策を無料で受講できます。

＊費用には消費税が含まれています。
受講講座 1 ｺﾏは全て 50分ﾚｯｽﾝです。 費用：夏期講習全期間合計
A.小学生個別・受験 日程は予約表をご覧の上 少人数で分からないところをていねいに前学年の復習と新 費用は別記
ｷｯｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙ参照 予約下さい 学年準備。 私立受験・公立中高一貫校受験対応総合演習。

B.中１ 英数国 計１５ｺﾏ+test ９月テストに備えた徹底対策に加え弱点補習を行います。 20,000円（ﾃｽﾄ費含む）
19:00-21:30+test 英数国 3教科一斉個別 理社希望生は個別受講して下さい。 （通常用教材を併用します）

C-1.中２英数国 計２１ｺﾏ+test ： 英数一斉個別で中１～中２夏までのまとめ、９月ﾃｽﾄの 英数国 26,000円 （ﾃｽﾄ費含む）
19:00-21:30 英数国 3教科一斉個別 徹底対策を行います。理社希望生は個別受講して下さい。 （通常用教材を併用します）

D.中３ ５教科の中１，２年時～中３夏までの総復習、受験準備講
英数国理社 計８８コマ+test 座です。５科の受講＋演習を行います。 9月のﾃｽﾄに対応し ５科＋確認演習 1 ３ 6,000円
５科受験特別特訓 （休憩予定； pm6:00-6:30 ） た内申点アップのための先取り徹底学習も行います。内申 （５科+テスト費含む）
14:00-21:10 点アップを考え、できる限り５教科での受講をお勧めしま テスト不合格の際の残り、早出、

す。 （通常用教材を併用します）英語は検定テキスト併用 ﾃｽﾄﾀｲﾑ追加の場合も費用は同じ。

E.新高１英数 英数の一斉個別体制で学習します。
計 45 ｺﾏ 特に（英語を制するものは受験を制す）の準備を始めます。 48,000円(ｳﾞｪﾘﾀｽ 2講座分含む)

F.新高２英数個別 夏までの総復習、受験に備えた講座です。 ヴェリタス受講を延長受講可能
ｳﾞｪﾘﾀｽｱｶﾃﾞﾐｰ併用レッスンで偏差値アップを目指そう。 20時間延長費 10,800円

G.新高３一斉個別 計 104 ｺﾏ 新高３は①英単語ﾃｽﾄ②個別受験教科③英語一斉受験に必要 158,000円一斉個別+V計総費用
受験特別講座 V特別学習 104 ｺﾏ＋α な教科を中心に徹底学習を行います。

一斉個別ﾁｪｯｸを含む 最大 86 ｺﾏ教室開校時間内で V （ｳﾞｪﾘﾀｽｱｶﾃﾞﾐｰ）受験に必要 7/25-30 の開講日も pm2:00~(約 24
な教科を徹底学習して下さい。 Vは予約制です。 時間分) 受講可能（ V含む ）。
午前中の学習希望は別費用

H中学受験小６ 計 20 ｺﾏ 通常行っている小 6中学受験講座分にプラスして、受験に 24,000円
特別講座 適性検査問題基礎固め 必要な実践的問題演習中心に行います。

H.中高生個別 中高生で学年時間帯に来られないﾒﾝﾊﾞｰ用個別枠です。英数以外の教科の通常分（４回×時間）もこの枠で申し込んで下さい。
〔通常分受講は費用は通常会費に含まれています〕別紙に記入して申し込んで下さい。

英 検 対 策 ・ 【英検対策、特別講座(kidsSPECIAL 、わくわく文庫、言葉の学校】について は別紙詳細ををごらんの上、
YOM-tox お申し込み下さい。 今回よりロボットプログラミング講座 ｻﾏｰ特別企画が始まります。
ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ英単熟語 新企画【ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ英単熟語】は英語力パワーアップ特別講座です。 一つ上の級を目指し、夏に 2000語以上の短熟語をマスター。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞことば

＊クラブ活動等で該当学年対象時間に来られない方は、ご相談下さい。
＊中１～中３は【夏までの総仕上げ志望校判定ﾃｽﾄ】を行います。
＊費用にはﾃｷｽﾄ教材代金も含まれています。
＊病気、怪我、慶弔、学校行事で欠席の時は、夏期講習時も振替可能です。中 3 生は時間枠の関係で振替困難です。
夏期講習期間内の決まった枠の中での振替です。下記特別費用で行うため９月以降の振替はできません。

＊申込締切；７月８日（月） ＊中１～中３一斉個別夏期講習受講生以外で志望校判定テストをご希望のメンバーはテスト費用(5,500 円)
を添えて下記にご記入の上
お申し込み下さい。 中１～中３生一斉個別ｺｰｽテスト費用は講習費用に含まれています。

志望校 中 1英数国理社５教科 全員 7/８･９両日とも 19:00~21 50 夏期受講生 8/28･29 19:00-21:50 ※試験日とレッスン時間が重なる場
合は試験を優先して下さい。

判定ﾃｽﾄ 中 2英数国理社５教科 全員 7/８・９両日とも 19:00~21:50 夏期受講生 8/28･29 19:00-21:50 ※指定日に受けられない場合は、
結果が遅くなったり、判定されな

中 3 英数国理社５教科 全員 7/８・９両日とも 19:00~21:50 夏期受講生 8/28･29 19:00-21:50 い場合もあります。

＊夏期講習開けには９月に定期テストが待ちかまえています。 ９月に学校が始まってからあわてても間に合いません。
夏休み中に、しっかり、定期テストに備えた学習を行って 確実な実力をつけましょう。
費用支払い方法：夏期講習費用は安全面を考慮し郵便局の口座に振り込んでください。費用は左記口座に振り込み下さい。
口座番号＝００１００－６－３６２９５６ ブルーベアースクール
その領収書ｺﾋﾟｰを添えて申込用紙を提出ください。

夏期講習申込書・武蔵村山校 夏期講習費振込確認書・武蔵村山校
学年 氏名

学年 氏名
住所

住所
電話番号

電話番号

受講講座名
受講講座名

判定テスト 5,500円 費用
（ﾃｽﾄのみ受講生） 判定テスト 5,500円 費用
この用紙はキリトリ以下,左右とも記名して、 印
そのまま提出して下さい。 月 日 ブルーベアースクール
費用受領書と併せて控えをお渡しします。 BLUEBEAR SCHOOL TILA
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TILA BLUEBEAR SCHOOL
ブルーベアースクール２０１９，６月10日

本年度夏期講習を下記のように行います。 期間は７月 3 １日～８月３０日
中高生のﾒﾝﾊﾞｰは、新１年生も含め 必修受講して下さい。

夏休み明け定期テストに備え後半の夏期講習は定期テスト範囲中心に行います。目標を持って計画的に受講して下さい。

夏期講習受講生は優先的に定期テスト対策を無料で受講できます。

＊費用には消費税が含まれています。
受講講座 1 ｺﾏは全て 50分ﾚｯｽﾝです。 費用：夏期講習全期間合計
A.小学生個別・受験 日程は予約表をご覧の上 少人数で分からないところをていねいに前学年の復習と新 費用は別記
ｷｯｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙ参照 予約下さい 学年準備。 私立受験・公立中高一貫校受験対応総合演習。

B.中１ 英数国 計１５ｺﾏ+test ９月テストに備えた徹底対策に加え弱点補習を行います。 20,000円（ﾃｽﾄ費含む）
19:00-21:30+test 英数国 3教科一斉個別 理社希望生は個別受講して下さい。 （通常用教材を併用します）

C-1.中２英数国 計２１ｺﾏ+test ： 英数一斉個別で中１～中２夏までのまとめ、９月ﾃｽﾄの 英数国 26,000円 （ﾃｽﾄ費含む）
19:00-21:30 英数国 3教科一斉個別 徹底対策を行います。理社希望生は個別受講して下さい。 （通常用教材を併用します）

D.中３ ５教科の中１，２年時～中３夏までの総復習、受験準備講
英数国理社 計８８コマ+test 座です。５科の受講＋演習を行います。 9月のﾃｽﾄに対応し ５科＋確認演習 1 ３ 6,000円
５科受験特別特訓 （休憩予定； pm6:00-6:30 ） た内申点アップのための先取り徹底学習も行います。内申 （５科+テスト費含む）
14:00-21:10 点アップを考え、できる限り５教科での受講をお勧めしま テスト不合格の際の残り、早出、

す。 （通常用教材を併用します）英語は検定テキスト併用 ﾃｽﾄﾀｲﾑ追加の場合も費用は同じ。

E.新高１英数 英数の一斉個別体制で学習します。
計 45 ｺﾏ 特に（英語を制するものは受験を制す）の準備を始めます。 48,000円(ｳﾞｪﾘﾀｽ 2講座分含む)

F.新高２英数個別 夏までの総復習、受験に備えた講座です。 ヴェリタス受講を延長受講可能
ｳﾞｪﾘﾀｽｱｶﾃﾞﾐｰ併用レッスンで偏差値アップを目指そう。 20時間延長費 10,800円

G.新高３一斉個別 計 104 ｺﾏ 新高３は①英単語ﾃｽﾄ②個別受験教科③英語一斉受験に必要 158,000円一斉個別+V計総費用
受験特別講座 V特別学習 104 ｺﾏ＋α な教科を中心に徹底学習を行います。

一斉個別ﾁｪｯｸを含む 最大 86 ｺﾏ教室開校時間内で V （ｳﾞｪﾘﾀｽｱｶﾃﾞﾐｰ）受験に必要 7/25-30 の開講日も pm2:00~(約 24
な教科を徹底学習して下さい。 Vは予約制です。 時間分) 受講可能（ V含む ）。
午前中の学習希望は別費用

H.中高生個別 中高生で学年時間帯に来られないﾒﾝﾊﾞｰ用個別枠です。英数以外の教科の通常分（４回×時間）もこの枠で申し込んで下さい。
〔通常分受講は費用は通常会費に含まれています〕別紙に記入して申し込んで下さい。

英 検 対 策 ・ 【英検対策、特別講座(kidsSPECIAL 、わくわく文庫、言葉の学校】について は別紙詳細ををごらんの上、
YOM-tox お申し込み下さい。 今回よりロボットプログラミング講座 ｻﾏｰ特別企画が始まります。
ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ英単熟語 新企画【ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ英単熟語】は英語力パワーアップ特別講座です。 一つ上の級を目指し、夏に 2000語以上の短熟語をマスター。
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞことば

＊クラブ活動等で該当学年対象時間に来られない方は、ご相談下さい。
＊中１～中３は【夏までの総仕上げ志望校判定ﾃｽﾄ】を行います。
＊費用にはﾃｷｽﾄ教材代金も含まれています。
＊病気、怪我、慶弔、学校行事で欠席の時は、夏期講習時も振替可能です。中 3生は時間枠の関係で振替困難です。
夏期講習期間内の決まった枠の中での振替です。下記特別費用で行うため９月以降の振替はできません。

＊申込締切；７月８日（月） ＊中１～中３一斉個別夏期講習受講生以外で志望校判定テストをご希望のメンバーはテスト費用(5,500 円)
を添えて下記にご記入の上
お申し込み下さい。 中１～中３生一斉個別ｺｰｽテスト費用は講習費用に含まれています。

志望校 中 1英数国理社５教科 全員 7/１２･１３両日とも 19:00~21 50 夏期受講生 8/28･29 19:00-21:50 ※試験日とレッスン時間が重なる場
合は試験を優先して下さい。

判定ﾃｽﾄ 中 2英数国理社５教科 全員 7/１２・１３両日とも 19:00~21:50 夏期受講生 8/28･29 19:00-21:50 ※指定日に受けられない場合は、
結果が遅くなったり、判定されな

中 3 英数国理社５教科 全員 7/１２・１３両日とも 19:00~21:50 夏期受講生 8/28･29 19:00-21:50 い場合もあります。

＊夏期講習開けには９月に定期テストが待ちかまえています。 ９月に学校が始まってからあわてても間に合いません。
夏休み中に、しっかり、定期テストに備えた学習を行って 確実な実力をつけましょう。

費用支払い方法：夏期講習費用は安全面を考慮し郵便局の口座に振り込んでください。費用は左記口座に振り込み下さい。

口座番号＝００１００－６－３６２９５６ ブルーベアースクール
その領収書ｺﾋﾟｰを添えて申込用紙を提出ください。

夏期講習申込書・昭島校 夏期講習費振込確認書・昭島校
学年 氏名

学年 氏名
住所

住所
電話番号

電話番号

受講講座名
受講講座名

判定テスト 5,500円 費用
（ﾃｽﾄのみ受講生） 判定テスト 5,500円 費用
この用紙はキリトリ以下,左右とも記名して、 印
そのまま提出して下さい。 月 日 ブルーベアースクール
費用受領書と併せて控えをお渡しします。 BLUEBEAR SCHOOL TILA


