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夏期 瑞穂校小中高生一斉個別サマーｶﾚﾝﾀﾞｰ 2021 、 7/26~9/5 BLUEBEAR SCHOOL TILA
日 7/26 月 7/27 火 7/28 水 7/29木 7/30 金 7/31

16:50-17:40 14:30児童英2歳 16:00~ 瑞児童英語16:30-17:40① 7/17~7/23
瑞穂小YOM=TOX ﾛﾎﾞｯﾄ は全休講

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝ 全てのレ
17:40-18:30 瑞穂小算数 ｸﾞ 瑞穂中学生英語② ッスンが

お休み
18:30-19:20 瑞穂中 1.2数① 瑞穂中 1･2数④ 瑞穂中学生英語③ 瑞穂中学生英語⑤
19:20-20:10 瑞穂中 1.2数② 瑞穂中 1･2数⑤ 瑞穂中学生英語④ 瑞穂中学生英語⑥ 中学生は

判定テスト
20:10-21:00 瑞穂中 1.2数③ 瑞穂中 1･2英① 瑞穂中学生国語② 瑞穂中学生英語⑦

21:00-21:50 瑞穂中学生国語① 瑞穂中学生国語③ 瑞穂中学生国語④
8/2 月 8/3 火 8/4水 ８/５ 木 ８/6金 ８/7土

14:30児童英2歳 瑞児童英語16:30-17:40② ★夏休み中、オンライン特別企画、
16:50-17:40 瑞穂小YOM=TOX ワンダフルサマーを復活します。
17:40-18:30 瑞穂小算数 全幼児小学生参加可能です。
18:30-19:20 瑞穂中学生数学⑥ 瑞穂中学生英語⑧ お楽しみに!!
19:20-20:10 瑞穂中学数学⑦ 瑞穂中学英予備
20:10-21:00 瑞穂中学数学⑧ 瑞穂中学英予備
21:00-21:50 瑞穂中学数学予備

8/9 月 ８/１０ 火 ８/１１ 水 ８/１２ 木 ８/１３ 金 ８/１４ 土
14:30児童英2歳

16:50-17:40 瑞穂小YOM=TOX 瑞児童英語16:30-17:40 ③
17:40-18:30 瑞穂小算数
18:30-19:20 中高生夏期講習 中高生夏期講習
19:20-20:10 中高生夏期講習 中高生夏期講習
20:10-21:00 中高生夏期講習 中高生夏期講習
21:00-21:50 中高生夏期講習 中高生夏期講習

8/16月 8/17火 8/18 水 ８/１９木 8/20 金 8/21 土
18:30-19:20 中高生夏期講習 16:00~ 中高生夏期講習 中高生夏期講習
19:20-20:10 中高生夏期講習 ﾛﾎﾞｯﾄ 中高生夏期講習 中高生夏期講習
20:10-21:00 中高生夏期講習 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝ 中高生夏期講習 中高生夏期講習
21:00-21:50 中高生夏期講習 ｸﾞ 中高生夏期講習 中高生夏期講習

8/23 月 8/24 火休 8/25水 ８/２６ 木 8/27 金 8/28
16:00~
ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

8/30 月 8/31 火 9/1 水 ９/２ 木 9/3 金 9/4 土
14:30児童英2歳

16:50-17:40 瑞穂小YOM=TOX 瑞児童英語16:30-17:40②
17:40-18:30 瑞穂小算数
18:30-19:20 中高生夏期講習
19:20-20:10 中高生夏期講習
20:10-21:00 中高生夏期講習
21:00-21:50 中高生夏期講習

★中高生は７/２６～８/７までに、 7月最終週から 8月分の通常レッスンを終了します。
中高生は、通常週 2 ｺﾏは 8 ｺﾏ、通常週 1 ｺﾏは 4 ｺﾏを 7/26~8/１７までに行います。その後は夏期講習に入ります。

★８/１８～８/３０まで中高生 夏期講習期間です。
※算数国語、児童英語は、この期間、基本コマ数月曜日 5 ｺﾏ、火、水。土曜日 4 ｺﾏ、木、金曜日 3 コマとなります。

★中高生は 9月から、季節講習受講による、定期テスト対策受講ｺﾏ数を変更。
教科２ｺﾏ⇒４（２）、２教科４ｺﾏ⇒８（４）、３教科５ｺﾏ⇒１０（５）、６ｺﾏ⇒１２（６）、７ｺﾏ⇒１４ｺﾏ(７ｺﾏ)、８ｺﾏ⇒１６ｺﾏ(８ｺﾏ)
高校生⇒２週間前からフリー(６ｺﾏ)
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TILA BLUEBEAR SCHOOL ※本年度夏期講習を下記のように行います。中高生のﾒﾝﾊﾞｰは、 必修受講下さい。
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。

＊費用には消費税が含まれています。 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

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
中１英数国 計２４ｺﾏ(夏期判定ﾃｽﾄ含む) 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。 31 ，０００円（ﾃｽﾄ費含む）

英数国3科一斉個別 理社希望生は個別受講可。 （通常用教材を併用）
中２英数国 計２４ｺﾏ(夏期判定ﾃｽﾄ含む) 英数一斉個別で中１～中２夏までのまとめ、９月ﾃｽﾄの徹底対策。 英数国31 ，０００円（ﾃｽﾄ費含む）
(理社） 英数国3教科一斉個別 理社希望生は個別受講可。 （通常用教材を併用）

通常理社受講生は、別途対策を追加予定。
中３英数国理社 ５教科の中１，２年時～中３夏までの総復習、受験準備講座です。 ５科＋確認演習117,000円
５科受験特別特訓 計１ 0 ０ｺﾏ(夏期判定ﾃｽﾄ含 ５科の受講＋演習。9月のﾃｽﾄに対応した内申点アップのための先取り （５科+テスト費含む）

む) 徹底学習。内申点アップを考え、できる限り５教科での受講をお勧めしま 確認チェックﾃｽﾄ不合格の際の残り、
す。（通常用教材を併用します） 早出、ﾃｽﾄﾀｲﾑ追加の場合も費用同額

.新高１英数 英数の一斉個別体制で学習。 38 ，８00円(ｳ゙ ｪﾘﾀｽ１講座分含む)
計２４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。 ヴェリタス受講を延長受講可能

.新高２英数個別 ｳ゙ ｪﾘﾀｽは理社国教科選択可 夏までの総復習、受験に備えた講座。 ｳ゙ ｪﾘﾀｽ時間延長費６，６００円
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。

新高３一斉個別 計１00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 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１３２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~
な教科を徹底学習。Vは予約制です。 受講可能（V含む）。

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。

＊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。中 3 、高 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１６日（金） ＊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
習費用に含まれます。

※7月は休講日にテストを行います。
志望校 7月実施全中学生対象 ７/２３(金)、７/２４(土) １９：００～２１：３０(英数国理社)

※指定日に受けられない場合、
判定ﾃｽﾄ 夏期講習受講生対象 ８/１７(火)、８/２０（金) １９：００～２１：３０(英数国理社) 結果が遅くなったり、判定されな

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。
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 (他の銀行からの振り込みは(019支店当座）
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・瑞穂校 夏期講習費振込確認書・瑞穂校
学年 氏名 学年 氏名

電話番号(保護者） 電話番号(本人) 受講講座 費用

受講講座 費用
夏期講習受講費用振り込みを確認いたしました。

2021年7月 日 印

BLUEBEAR ｓｃｈｏｏｌ 担当講師 サイン

この用紙はキリトリ以下,左右とも記名して、 そのまま提出して下さい。
費用受領書と併せて控えをお渡しします。


