
 

 

 

充実度１２０％…本氣の夏。 
真夏の特訓、真剣勝負！ ＥＩＳＥＮ の短期集中猛特訓 !! 

 

ポイントその１ ▼ 圧倒的な勉強量と授業の質！！ 

だらだらと楽に勉強していても成績は上がりません。成績アップのエッセンスをぐっと凝縮した 

密度の濃いハイクオリティー授業と集中大量問題演習。 

ポイントその２ ▼ 理想的な学習環境！！ 

お友達とわいわいガヤガヤの勉強なんて意味がない！静かな、それでいてパワーみなぎる教室で 

脳みそフル回転。 

ポイントその３ ▼ 確かな信頼関係！！ 

驚異の合格実績を誇る EISEN 専任講師陣の熱い情熱と確かな指導力。一人ひとりとじっくり向かい 

合って、分かるまで、できるまで教えます。 

ポイントその４ ▼ 「国・数・英・理・社」超勉強法！！ 

各教科の本質を踏まえた上で、ベテラン講師陣が、各教科・各分野の具体的な学習方法・解法技術 

を分かりやすく伝授し、家庭学習までしっかりサポート。 

ポイントその５ ▼ 一人ひとりをフォローアップ！！ 

その日の疑問は、その日のうちに完全解決。質問・相談大歓迎です。 

 

      

確実に伸びる！   驚くほど伸びる！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年別学習概要 
 

  志望校絶対合格を目指して、自宅学習を含む２００時間特訓！！ 

☆ ９月以降の偏差値アップを確実なものにするために。大量問題演習で、受験に対応できる応用

力を養います。また、入試必須分野を徹底的に反復学習し、受験学力の基礎を築きます。 

短期集中学習で弱点分野をキッチリ克服！ 

☆ １学期までの総復習による弱点克服から、入試レベル応用問題まで。豊富な問題量で、受験に

対応できる力の養成を目指します。入試重要単元の基礎事項もしっかりと習得してもらいます。 

１学期までの復習と２学期の先取りで、自信を獲得！ 

☆ １学期の学習内容をしっかりと復習し定着させながら、学習方法の確立と集中力の強化を目指

します。早い時期からの受験を意識した内容で、応用力も強化します。 

学力と精神力を鍛えて中学に備える！ 

☆ Ｈクラスでは、受験にも対応できる、難度の高い問題を数多く解くことで、応用力を強化しま

す。 

☆ どんな問題も深く考え解決していくことで、諦めずに取り組む姿勢を養います。 

      中学生になってからも生きる本物の学力を今のうちに！ 

☆ 受験も視野に入れた内容の学習にもチャレンジ。思考力を養成します。 

☆ 毎日の宿題をしっかりこなす。イメージ力や暗記力も訓練します。 

      先になって伸びる意義ある学習を！ 

☆ じっくり考える力、鋭敏な感受性。勉強ができるようになるためにとても重要です。先を急が

ず丁寧に学習をすすめます。完全暗記もしっかりできるように。 

可能性いっぱいの頭脳を開発し、鍛える夏！ 

☆ 国語や算数が好き、勉強が楽しいと感じられること、この時期にとても大切なことです。でき

る喜びを味わってもらいます。漢字力・計算力もどんどんアップ！ 

 

※ 教室により設置クラスが異なります。 

 

 

夏の成果をテストで確認！ 

講習生は無料で受験できます。 
 

8 月 9 日(土) 小学生復習テスト 

8 月 30 日(土) 中学生学力診断テスト  

 

中3 

中 2 

中 1 

小 6 

小 5 

小 4 

小 3 



 

○英泉塾の夏期講習は前期・後期の２段階○ 
 

前期のみ・後期のみの受講も可能です。 

 

日程・コース 

 

中３ Ｓ・Ｈ・Ｋクラス                                                           

前期 7月 25日 ～ 8月 9日 
３科コース (全 12日間)・５科コース(全 14日間)              

後期 8月 18日 ～ 8月 26日  
３科コース(全８日間)・５科コース・４科コース(全８日間)   

 

中１・中２  Ｈ・Ｋクラス                                                  

前期 7月 25日 ～ 8月 9日  
３科コース(全 14日間 または ８日間) 

後期 8月 18日 ～ 8月 26日    

３科コース (全８日間)・５科コース・４科コース(全８日間)  

 

小６ Ｈ・Ｋクラス                                                

前期  7月 25日 ～ 8月 9日    

２科コース (全６日間)  

後期  8月 18日 ～ 8月 26日    

２科コース (全８日間) 

 

小５  Ｈ・Ｋクラス                                           

前期  7月 25日 ～ 8月 9日    

２科コース (全６日間)  

後期  8月 18日 ～ 8月 26日   

２科コース (全８日間)  

 

小３・小４ (後期のみ開講)                                                    

後期  8月 18日 ～ 8月 26日  ２科コース (全８日間) 
 

※ 詳しい時間割は、別紙をご覧ください。 ※ 教室によって設置クラスが異なります。 

 



 

中学１・２・３年生対象  

即アップミラクル 
が夏期講習に登場！ 

  

最強学習法『即アップミラクル』は、学習の質  

(学習内容の精度)を極限にまで高めた専用  

オリジナル教材「サクセスロード」で、生徒自身に 

達成感・学習成果を実感させ、やる気をぐんぐん 

引き出し、驚異的な成績アップを実現する、 

究極の自立型学習システムです。 
 

     
 

あなたもこの夏、「即アップ」の威力を 

体感してみませんか？ 
 

⇒ 詳しい内容は別冊のご案内をご覧下さい！！  

 

 

 



受講料金 
    

前期： 実力養成・短期集中特訓 （ 7/25～ 8/9 ※詳 しい時間割は別紙 をご覧 ください。）  

学   年 科 目・学習時間・日 数 料 金（円） 兄弟割引料金（円） 

中 ３ 

S・H・Kクラ

ス 

英・数・国（ 180 分×12 日） ３９，０００ １９，５００ 

英・数・国・理・社（180 分×12 日・200 分×5 日） ４８，０００ ２４，０００ 

中２・中１ 

S・H・Kクラ

ス 

トップグレードコース 英・数・国（180 分 

×14 日）+ 即アップコース(200 分×14 日) 
６９，０００ ３４，５００ 

ミドルコース 英・数・国（180 分× ８日） 

+ 即アップコース(200 分× 8 日) 
４９，０００ ２４，５００ 

レギュラーコース 英・数・国（180 分×14

日） 
４２，０００ ２１，０００ 

ライトコース 英・数・国（180 分× ８日） ３０，０００ １５，０００ 

小６ 

Ｈ・Ｋクラス 
算・国（ 160 分×6 日） １９，０００ ９，５００ 

小５ 

Ｈ・Ｋクラス 
算・国（ 160 分×6 日） １９，０００ ９，５００ 

※ 上記の料金の他に教材費・諸費用（中３ ３科 2，000 円・５科 3，000 円 
／小学生 H・K クラス 1，000 円）が別途必要になります。 

※ 最終日の学力診断テスト・復習テストは無料で受験できます。 
 

後期：単元別集中授業（ 8/18～ 8/26 ※詳 しい時間割は別紙 をご覧 ください。）  

※ 上記の料金の他に教材費・諸費用（中３ ３科 2，000 円・4 科 3，000 円・５科 3，000 円／中 1・中２  
３科 2，000 円・4 科 3，000 円・５科 3，000 円／小学生 H・K クラス 1，000 円／S クラス 3,000 円） 
が別途必要になります。 

【前期・後期共通事項】 
※ 上記の料金には消費税が含まれていません。 
※ 受講人数には限りがありますので、定員になり次第締め切らせて頂きます。 
※ 時間割等、詳しくはお問い合わせ下さい。 
※ 一度納入された費用は、理由の如何にかかわらず、返金できません。 

学   年 科 目・学習時間・回 数 料 金（円） 兄弟割引料金（円） 

中 ３ 

S・H・Kクラ

ス 

英・数・国・理・社（260 分×8 日） ３３，０００ １６，５００ 

英・数・国・理または社（260 分×8 日・180 分×4 日） ３０，０００ １５，０００ 

英・数・国（180 分×8 日） ２３，０００ １１，５００ 

中２・中１ 

S・H・Kクラ

ス 

英・数・国・理・社（200 分×8 日） ２６，０００ １３，０００ 

英・数・国・理または社（200 分×4 日・50 分×4 日） ２４，０００ １２，０００ 

英・数・国（150 分×8 日） ２１，０００ １０，５００ 

小６ 

Ｈ・Ｋクラス 
算・国（90 分×8 日） １４，０００ ７，０００ 

小５ 

Ｈ・Ｋクラス 
算・国（90 分×8 日） １４，０００ ７，０００ 

小４・小３ 算・国（60 分×8 日） ９，０００ ４，５００ 

  



※  

 割引制度 
  

☆ 入塾スペシャル特典 
 

① 夏期講習費用から １５，０００円ＯＦＦ！ 

② 入塾金(１２，９６０円) ⇒ ５０％ＯＦＦ！ 

③ ペア入塾で講習費用 ５，０００円ＯＦＦ！ 

④ 転塾支援で講習費用 ８，０００円ＯＦＦ！ 

⑤ さらに内部生特別料金で受講していただけます。 
 

        ☆ 兄弟姉妹割引 
 

 ご兄弟で同時に申し込まれる場合、 

下のお子様の受講料が５０％ＯＦＦになります。 
 

※ 英泉塾に初めて入塾する方に限ります。 ※ 中学生スペシャル特典・兄弟姉妹割引は、「即アップミラクルコース」

には適用されません。※ 割引額の上限は、講習費用を超えないものとします。 ※ 詳しくはお問い合わせください。 

                                                               

 

                    お申込み方法   
 

 

  ①           ②             ③ 
  面接日時をお電話にて     保護者ご同伴での      講習会受講の手続き 

  お申込みください。     面接を行います。       をお願いします。 
 

 

 

         ④             ⑤ 
              生徒を対象に個別           さあ、 

               ガイダンスを行います。       授業に参加です。 
 

 

 

※面接の際はお子様の成績の分かる資料をお持ちください。※入塾テストはありません。 
 

お申込み・お問い合わせは、各教室まで。  

 

中浦和校  ０４８(８６２)６６７２ 午後２時～午後１０時（日祝日は除く) 

内谷校   ０４８(８３７)５２６６ 午後２時～午後１０時（日祝日は除く） 


