主

催

東大寺学園コース

大阪星光学院・西大和学園( 男子) コース

洛星・洛南高附属( 男子) コース／
洛南高附属・西大和学園( 女子) コース

六甲学院・須磨学園コース

名

称

東大寺特講Ⅰ

星光・西大和攻略への道Ⅰ

プレ洛南前日特訓

第２回プレ星光・洛星・六甲中入試 解説講座 第２回須磨学園実力テスト 解説講座

谷九教室

谷九教室

四条烏丸教室

実施教室

西宮北口教室( 本館)

西宮北口教室( 本館)

目的･意義 東大寺特講は、東大寺学園中入試に完全に 星光・西大和攻略への道は、大阪星光学院 過年度のプレ洛南高附属中入試をテストゼミ形 六甲学院中の入試に照準をあわせ、理解を 須磨学園中の入試に照準をあわせ、理解を
特化した演習講義です。東大寺学園中入試
における重要テーマにしぼって、夏までに
実施するⅠでは、他の受験生に差をつけら
れない力を習得することを目的に、秋以降
に実施するⅡ以降では、他の受験生に差を
つける力を習得することを目的に取り組ん
でいきます。

実施内容

10：30〜12：00
12：00〜12：30
12：30〜13：30
13：40〜14：40
14：50〜16：20
16：30〜18：00

国語 講義
昼食
理科 講義
社会 講義※
算数 講義
学習サポートルームおよび
集会( プレ入試合格発表)

内容
国語：記号選択問題の攻略
算数：小問対策
３科算数：総合問題演習
理科：光
社会：東大寺の正誤問題対策
( 地理・歴史)

中および西大和学園中入試に特化した演習
講義です。大阪星光学院中および西大和学
園中入試における重要テーマにしぼって、
夏までに実施するⅠでは、他の受験生に差
をつけられない力を習得することを目的
に、秋以降に実施するⅡ以降では、他の受
験生に差をつける力を習得することを目的
に取り組んでいきます。
10：30〜12：00
12：00〜12：30
12：30〜13：30
13：40〜14：40
14：50〜16：20
16：30〜18：00

国語 講義
昼食
社会 講義※
理科 講義
算数 講義
学習サポートルームおよび
集会( プレ入試合格発表)

内容
国語：記号選択問題の攻略
算数：過去問演習
３科算数：総合問題演習
理科：光
社会：星光・西大和の
正誤問題対策( 地理・歴史)

※３科受講生は社会実施時は算数講義を実 ※３科受講生は社会実施時は算数講義を実
施いたします。
施いたします。
○自習用教材および昼食をお持ちくださ ○自習用教材および昼食をお持ちくださ
い。第２回プレ星光・洛星・六甲中入試 い。第２回プレ星光・洛星・六甲中入試
を受験された方は受験票もお持ちくださ を受験された方は受験票もお持ちくださ
い。
い。
○学習サポートルームでは４科の質問受け ○学習サポートルームでは４科の質問受け
が可能です。また、プレ入試の合格発表 が可能です。また、プレ入試の合格発表
を東大寺学園／大阪星光学院・西大和学 を東大寺学園／大阪星光学院・西大和学
園（男子）コース合同で行います。
園（男子）コース合同で行います。

参 加 費

6, 480円（消費税含む）

式で実施いたします。洛南形式のテストを実地
に体験していただくとともに、授業では問題解
説にとどまらず時間の使い方なども指導いたし
ます。本年度プレ洛南高附属中入試の前日特訓
として実施いたします。また、男子のみ、集会
では第２回プレ星光・洛星・六甲中入試の返却
を行います。
９：30
９：40〜10：40
10：50〜12：10
12：10〜12：35
12：35〜13：35
13：45〜14：45
14：45〜15：30
15：40〜16：25
16：25〜17：15
17：25〜18：20
18：20〜18：50

集合
国語 テスト
算数 テスト
昼食
理科 テスト
社会 テスト※
社会 解説講義※
理科 解説講義
国語 解説講義
算数 解説講義
集会<男子・女子別>

男子のみ：プレ星光・洛星・六甲中入試返却
※３科受講生は社会実施時は学習サポートルー
ムを実施いたしますので、自習用教材をお持
ちください。
○入学試験と同様、テスト中は教室内に時計を
設置しません。
○腕時計および昼食をお持ちください。第２回
プレ星光・洛星・六甲中入試を受験された方
は受験票もお持ちください。
○テストは講師が確認しながら生徒間での相互
採点を行い、講師による採点は行いません。
ただし、国語のみ、答案を回収して講師が採
点し、当日中に返却いたします。採点・口頭
転記の後、得点を確定いたします。テストの
性質上、得点確定後の変更はいかなる場合で
もできかねますのでご了承ください。

6, 480円（消費税含む）

6, 900円（消費税含む）

主

催

神戸女学院コース

四天王寺コース

名

称

第２回プレ神戸女学院・四天王寺中入試
国語・社会解説講座ならびにプレ入試合格発表

第２回プレ神戸女学院・四天王寺中入試 解説講座
ならびにプレ入試合格発表

西宮北口教室( 本館)

谷九教室

実施教室

目的･意義 神戸女学院中の入試に照準をあわせ、神戸女学院コース 四天王寺中の入試に照準をあわせ、四天王寺コース生に
生において最も重要なプレ入試の内容理解を深めます。 おいて最も重要なプレ入試の内容理解を深めます。

実施内容

10：00〜10：50
10：50〜11：30
11：30〜11：50
11：50〜13：50

国語 解説講座
社会 解説講座
昼食
学習サポートルームおよび
プレ入試合格発表
14：00〜18：30 学習サポートルーム

10：00〜10：50
11：00〜11：50
11：50〜12：20
12：20〜13：20
13：30〜14：30
14：40〜17：00

社会 解説講座※
理科 解説講座
昼食
国語 解説講座
算数 解説講座
学習サポートルームおよび
プレ入試合格発表・集会

★プレ入試必須受験
★プレ入試必須受験
○プレ入試の受験票、自習用教材および昼食をお持ち
※３科受験生は社会実施時は学習サポートルームを実
ください。
施いたします。
○学習サポートルームでは４科の質問受けが可能で
す。また、前半の学習サポートルーム内でプレ入試 ○プレ入試の受験票、自習用教材および昼食をお持ち
ください。
の合格発表を行います。
○原則、８月15日のプレ入試と２日間セットでお申し ○学習サポートルーム（14：40〜17：00）では４科の
質問受けが可能です。また、学習サポートルーム内
込みください。
でプレ入試の合格発表を行います。
○原則、８月15日のプレ入試と２日間セットでお申し
込みください。

参 加 費

5, 520円（消費税含む）

5, 520円（消費税含む）

深めます。前日のテストの解説を行い、理
解を深めるとともに、テストの受け方につ
いても指導し、今後の得点力アップにつな
げます。

10：00〜11：00
11：10〜12：10
12：10〜12：30
12：30〜13：10
13：20〜14：00
14：10〜17：30

国語 解説講座
算数 解説講座
昼食
理科 解説講座
学習サポートルーム①
学習サポートルーム②
およびプレ入試合格発表・
集会

★プレ入試必須受験

○プレ入試の受験票、自習用教材および昼
食をお持ちください。
○学習サポートルームでは国語・算数・理
科の質問受けが可能です。
○学習サポートルーム②・集会は六甲学院
・須磨学園コース合同で実施いたしま
す。また、プレ入試の合格発表を行いま
す。
○六甲学院中を志望されている方は原則、
８月15日のプレ入試と２日間セットでお
申し込みください。

5, 520円（消費税含む）

深めます。前日のテストの解説を行い、理
解を深めるとともに、テストの受け方につ
いても指導し、今後の得点力アップにつな
げます。

10：00〜11：00
11：10〜12：10
12：10〜12：30
12：30〜13：10
13：20〜14：00
14：10〜17：30

算数 解説講義
国語 解説講義
昼食
社会 解説講義※
理科 解説講義
学習サポートルーム
および成績発表・集会

★実力テスト必須受験

※３科受講生は社会実施時は学習サポート
ルームを実施いたします。
○自習用教材および昼食をお持ちくださ
い。
○学習サポートルームでは４科の質問受け
が可能です。また、六甲学院・須磨学園
コース合同で実施いたします。また、実
力テストの成績発表を行います。
○須磨学園中を志望されている方は原則、
８月15日の実力テストと２日間セットで
お申し込みください。

5, 520円（消費税含む）

