
KEC夏期講習のお問い合わせ・お申し込みは…  

フリーダイヤル 0120-38-2058 まで（電話受付15：00～22：00） 

KEC中学部 夏期講習2017 

受講生募集中！ 

ＫＥＣ ＪＵＮＩＯＲ ＣＬＵＢ 

ニュースレター2017 

 中学部夏期講習特集号 発行日 2017年7月1日 
夏を活かす！夏に伸びる！KECの夏期講習！ 

ＫＥＣ中学部ＫＥＣ中学部    

中１・２夏期講習中１・２夏期講習  

ガイドガイド  

KECKECKECKECサマーサマーサマーサマーBIGBIGBIGBIGキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン2017201720172017    開催中！開催中！開催中！開催中！    

中3夏期講習では… 

 特典特典特典特典1111    マルチ割マルチ割マルチ割マルチ割    

            2222講座以上受講で最大講座以上受講で最大講座以上受講で最大講座以上受講で最大4000400040004000円円円円OFFOFFOFFOFF    

    特典特典特典特典2222    とも割とも割とも割とも割    

            お友達紹介でお友達紹介でお友達紹介でお友達紹介で4000400040004000円円円円OFFOFFOFFOFF 

2学期以降継続受講なら…さらに！ 

 特典特典特典特典3333    入塾金入塾金入塾金入塾金15000150001500015000円円円円OFFOFFOFFOFF    

    特典特典特典特典4444    タブレット無料進呈タブレット無料進呈タブレット無料進呈タブレット無料進呈    

            学習ツールとしてタブレットがもらえちゃう学習ツールとしてタブレットがもらえちゃう学習ツールとしてタブレットがもらえちゃう学習ツールとしてタブレットがもらえちゃう    

最大38000円相当のBIGOFF！お見逃しなく！ 



ＫＥＣ ＪＵＮＩＯＲ ＣＬＵＢ ニュースレター2017 

 中学１・２年生 漢字検定 実施要項   ●日時  ８月８月８月８月22222222日（火）日（火）日（火）日（火）    19191919：：：：00000000～～～～20202020：：：：00000000            ●場所  KEC KECは漢字検定の準会場です！！      ●申込締切 7月22日（土）まで   ●受験級 中１は5級以上          中２は4級以上            

受験申込は、受験申込は、受験申込は、受験申込は、    お早めに！お早めに！お早めに！お早めに！    
◆ＫＥＣ 2017夏 模擬試験＆資格試験 のご案内  夏期講習受講生のみなさんも、ＫＥＣが実施する模擬試験や資格試験を受験することができます。また費用もＫＥＣ会員価格にて受験いただけます（右頁参照）。 

中学１・２年生 学力診断テスト 実施要項 

  

《8月学力診断テスト 英数国3科》  ●日時 8月28日(月） 19：00～22：00  ●試験範囲 7月までの履修範囲          *中2 1年次履修範囲含む  ●申込締切 8月10日（木）まで 
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夏期講習 

第2ターム 3日間  
『基礎講座Ⅱ』 期末試験内容  

夏期講習 

第3ターム 3日間  
『応用講座』『応用講座』  実力対策 

夏期講習 

第4ターム 3日間  
『実戦講座』『実戦講座』  テスト演習 

夏期講習  

第1ターム 3日間 
  

『基礎講座Ⅰ』『基礎講座Ⅰ』  中間試験内容 
KEC 中１・２レベルアップ夏期講習2017 サマーカリキュラム 

 ◆ＫＥＣ 中１・中２ 中１・中２ 中１・中２ レベルアップ夏期講習2017 講習概要  中学１、2年生にとっての夏休みは、積み残してきたことを復習したり得意科目をさらに伸長させるための演習をしたりと、“自分の勉強”をたっぷりできる絶好の機会です。一方、期間が長いので学習の習慣付けを怠ると後々まで怠け癖がついてしまう怖い時期でもあります。そこでＫＥＣ中１・２夏期講習では、夏休みまでの学習内容を総整理総点検します。今年の夏は、早めの試験対策と学習習慣の確立を目指しましょう！ 
《指導教科》《指導教科》《指導教科》《指導教科》        

英語・数学英語・数学英語・数学英語・数学    一斉授業一斉授業一斉授業一斉授業    理科・社会理科・社会理科・社会理科・社会    個別演習個別演習個別演習個別演習1111日日日日3333時限時限時限時限    各各各各50505050分分分分 *1 学力に応じて、クラス分けがあります。 *2 英語・数学は毎回計12回、理科・社会は交互計6回ずつの授業となります。 
《指導日数》《指導日数》《指導日数》《指導日数》    全全全全12121212日間日間日間日間    毎回午後毎回午後毎回午後毎回午後7777：：：：00000000～午後～午後～午後～午後10101010：：：：00000000    日程は学年共通日程は学年共通日程は学年共通日程は学年共通     *下記、夏期講習4講座の中から、1111講座～講座～講座～講座～4444講座まで自由に選択いただけます。講座まで自由に選択いただけます。講座まで自由に選択いただけます。講座まで自由に選択いただけます。   （日程は右頁カレンダー参照）  *8/22（火）のみ、漢検実施のため、講習終了時刻は午後10：30となります。 
《指導時間》《指導時間》《指導時間》《指導時間》    全全全全34343434時間時間時間時間    

*講習日初日に受講生全員講習日初日に受講生全員講習日初日に受講生全員講習日初日に受講生全員に、夏休み中の国語学習計に、夏休み中の国語学習計に、夏休み中の国語学習計に、夏休み中の国語学習計画表と、国語の復習テキス画表と、国語の復習テキス画表と、国語の復習テキス画表と、国語の復習テキストを配布いたします。トを配布いたします。トを配布いたします。トを配布いたします。    



 ◆ ＫＥＣ 中１・２夏期講習カレンダー2017 
日 月 火 水 木 金 土 23232323    24  25  26 27  28    29292929        30303030    31 基礎講座Ⅰ① 8/1  2  3 基礎講座Ⅰ② 4  基礎講座Ⅰ③ 5555    6666     7 基礎講座Ⅱ④ 8 基礎講座Ⅱ⑤ 9  10 基礎講座Ⅱ⑥ 11 12121212 13131313    14  15  16  17  18  応用講座⑦ 19191919    応用講座⑧ 20202020    21 応用講座⑨ 22 漢字検定 実戦講座⑩ 23    24 実戦講座⑪ 25  実戦講座⑫ 26262626 27272727    28 学力診断学力診断学力診断学力診断    テストテストテストテスト    29 30 31 9/1 通常授業開始通常授業開始通常授業開始通常授業開始    2222    
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◆中１・２レベルアップ夏期講習17 受講費 

《講習費》（消費税込） 
□ 中１・２ 基礎講座Ⅰ（3日間）8,000円 

□ 中１・２ 基礎講座Ⅱ（3日間）8,000円 

□ 中１・２ 応用講座 （3日間）8,000円 

□ 中１・２ 実戦講座 （3日間）8,000円 

□ 教材費（一括納入）      4,000円 *教材費は1講座のみ受講の方も、4講座全て受講の方も  金額は変わりません。予めご了承ください。 

 

《模擬試験・資格試験》（消費税込） 
□ 学力診断テスト 受験費（8/28）  2,600円 

□ 漢字検定検定料（8/22） 準2～5級 2,500円 

                2級 3,500円 

 

《納入方法》 

同封の「夏期講習受講申込書」に必要事項をご記

入いただき、7/24（月）までにＫＥＣ受付窓口ま

でご持参ください。 

特典１特典１特典１特典１ 複数受講がお得です！    「「「「2222講座目から￥講座目から￥講座目から￥講座目から￥2,000OFF2,000OFF2,000OFF2,000OFF」」」」    「「「「3333講座￥講座￥講座￥講座￥3,0003,0003,0003,000    4444講座￥講座￥講座￥講座￥4,000OFF4,000OFF4,000OFF4,000OFF」」」」    受講例１ 第1＆第2 2講座受講        夏期講習費￥16,000 ⇒ ￥￥￥￥14,00014,00014,00014,000    受講例２ 第1～第4 4講座受講        夏期講習費￥32,000 ⇒ ￥￥￥￥28,00028,00028,00028,000 
特典２特典２特典２特典２ おともだち2人以上同時申込       なら… さらに￥さらに￥さらに￥さらに￥4,000 OFF4,000 OFF4,000 OFF4,000 OFF    ※KEC塾生以外のお友達同士のお申込みのみ 

※学力診断テスト（8/28（月）実施予定）の受験日が都合の悪い方は、他の日に振替受験することができます。お申込時   または講習期間内に、KECスタッフまでお申し出下さい。 

夏でレベルアップ！夏にフォローアップ！夏でレベルアップ！夏にフォローアップ！夏でレベルアップ！夏にフォローアップ！夏でレベルアップ！夏にフォローアップ！9999月からジャンプアップする、月からジャンプアップする、月からジャンプアップする、月からジャンプアップする、KECKECKECKECの夏期講習！！の夏期講習！！の夏期講習！！の夏期講習！！    

特典３特典３特典３特典３  9月からKECに 入会すると… 入塾金￥15,000 ⇒  ￥￥￥￥0000    無料に！無料に！無料に！無料に！    
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ＫＥＣ夏期講習2017 受講手続 

ＫＥＣ 

〒921-8116 金沢市泉野出町2-7-1 勝木書店2Ｆ 電話 0120（38）2058 FAX 076（244）4363 

Email: info@kecjuku.com ＫＥＣ塾長ブログ「ＫＥＣハル・ノート」

ＫＥＣ塾長ブログ「ＫＥＣハル・ノート」

ＫＥＣ塾長ブログ「ＫＥＣハル・ノート」

ＫＥＣ塾長ブログ「ＫＥＣハル・ノート」

もぜひご覧ください！

もぜひご覧ください！

もぜひご覧ください！

もぜひご覧ください！    

KEC中学部 9月1日より通常授業スタート！ 
夏期講習から継続入塾生には 特典あり！！ 

ＫＥＣ受付窓口までお越し下さい。  ◆申込受付期間 7/1（土）～7/24（月) ◆申込受付時間帯 月～金  午後４：００～午後１０：００ ◆ご持参いただくもの ①「ＫＥＣ夏期特別講習 受講申込書」 ②受講費用 ③前学年通知簿（中２・３のみ） 
２ 申込手続き 

    

ＫＥＣ受付窓口 〒９２１―８１１６ 金沢市泉野出町２―７―９ 勝木書店２Ｆ ＴＥＬ 0120―38―２０５８ ＦＡＸ ０７６－２４４－４３６３ Ｅ―ｍａｉｌ  ｉｎｆｏ＠ｋｅｃｊｕｋｕ.ｃｏｍ 
初回講習日は10分前までに入室して 

ください。  ◆クラス・時間割 各学年 講習初日に発表します。 ◆講習使用テキスト 各学年 講習初日に配布します。 ◆講習携行品（もってくるもの） ①鉛筆またはシャープペン ②消しゴム ③ボールペン２色(赤・青) ④蛍光マーカー２色(赤・青) ⑤定規・コンパス 

３ 夏期講習受講開始 BoysBoysBoysBoys＆＆＆＆GirlsGirlsGirlsGirls！！！！    2017201720172017年夏、年夏、年夏、年夏、    いい夏にいい夏にいい夏にいい夏に    しようぜ！しようぜ！しようぜ！しようぜ！    

お電話またはご来社ください。  ◆お問い合わせ 受付時間   月～金  午後４：００～午後１０：００ ◆保護者面談    随時実施しております（要予約） 
１ 電話お問い合わせ 

 ℡  0120012001200120――――38383838――――2058205820582058 

Mobile 090090090090ーーーー2038203820382038－－－－2058205820582058 

(塾長直通 24時間受付対応） 

途中からの受講もＯＫ！お気軽にご相談ください！途中からの受講もＯＫ！お気軽にご相談ください！途中からの受講もＯＫ！お気軽にご相談ください！途中からの受講もＯＫ！お気軽にご相談ください！    


