
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 

中学受講生募集中！ 

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 
  KECKEC中学部中学部  

中３夏期講習中３夏期講習ガイドガイド 

夏を活かす！夏を活かす！  

夏に伸びる！夏に伸びる！  

KECKECの夏期講習！の夏期講習！  

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5000500050005000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5000500050005000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40000円相当のBIGOFF！お見逃しなく！ 



漢検申込は、漢検申込は、漢検申込は、漢検申込は、    お早めに！お早めに！お早めに！お早めに！    ◆ＫＥＣ 2017夏 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3年生 漢字検定 実施要項   ●日時  ８月２２日（火）８月２２日（火）８月２２日（火）８月２２日（火）    夏期講習時間内夏期講習時間内夏期講習時間内夏期講習時間内          ●申込締切 7月24日（火）まで ①ＫＥＣは漢検準会場ですので、検定はＫＥＣで実施！①ＫＥＣは漢検準会場ですので、検定はＫＥＣで実施！①ＫＥＣは漢検準会場ですので、検定はＫＥＣで実施！①ＫＥＣは漢検準会場ですので、検定はＫＥＣで実施！    ②受験申込の方には、漢検対策プリントを進呈！（無料）②受験申込の方には、漢検対策プリントを進呈！（無料）②受験申込の方には、漢検対策プリントを進呈！（無料）②受験申込の方には、漢検対策プリントを進呈！（無料）    ③受験結果は学校に提出できます！③受験結果は学校に提出できます！③受験結果は学校に提出できます！③受験結果は学校に提出できます！    
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第第第第2222回石川県総合模試回石川県総合模試回石川県総合模試回石川県総合模試    実施要項実施要項実施要項実施要項    ●日程●日程●日程●日程    実戦講座実戦講座実戦講座実戦講座4444日目日目日目日目    8888月月月月27272727日（日）日（日）日（日）日（日）    9999：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    ●場所●場所●場所●場所    北國新聞会館北國新聞会館北國新聞会館北國新聞会館    （予定）（予定）（予定）（予定）    ●費用●費用●費用●費用    実戦講座費用（実戦講座費用（実戦講座費用（実戦講座費用（13,00013,00013,00013,000円）に含まれています。円）に含まれています。円）に含まれています。円）に含まれています。    ●出題範囲●出題範囲●出題範囲●出題範囲    英数国理社英数国理社英数国理社英数国理社5555教科教科教科教科    中学中学中学中学1111・・・・2222年内容年内容年内容年内容    全範囲全範囲全範囲全範囲     

★★★111   基礎講座Ⅰ（4日間） 1年内容の復習 ★★★222   基礎講座Ⅱ（4日間） 2年内容の復習 ★★★333   基礎講座Ⅲ（4日間） 1・2年内容総まとめ＆3年内容の復習 ★★★444   応用講座 （4日間） 1～3年内容の応用問題演習 ★★★555   実戦講座 （4日間） 統一テストや総合模試過去問の実戦演習                   ＋α 第２回石川県総合模試（詳細は下記）  
ー夏に基礎をじっくり固めて、秋から一気にブレイク！ー 

ＫＥＣ
ＫＥＣ
ＫＥＣ   

中３スーパー

中３スーパー

中３スーパー   

受験夏期講習

受験夏期講習

受験夏期講習   

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム   

夏を活かす！ 

夏に伸びる！ 

基礎～実戦まで 

総合模試も受験 

オールインワン 

夏期講習会 

 ◆ＫＥＣ 中３中３中３   スーパー受験夏期講習2017  

  中学3年生にとっては、“受験勉強の夏”です。「5科学力の底上げ」、「作文対策」、「数学難問演習」、「理社記述演習」、「英検・漢検対策」など、多種多様な受験対策学習が必要な時期です。ですから、40日間計960時間とたっぷり時間のある夏休みは、受験勉強の天王山といえます。中３生諸君！ＫＥＣの熱い夏期講習を有効に活用し有意義な夏休みを送り、志望校合格のための土台づくりをしましょう！ 
《指導教科》 英語・数学・国語・理科・社会  1日５科目板書授業＆質問指導 

        テキスト・プリント演習量     地獄の約地獄の約地獄の約地獄の約500500500500ページページページページ 

        *国語授業時間内に、作文指導、漢検対策も行います！国語授業時間内に、作文指導、漢検対策も行います！国語授業時間内に、作文指導、漢検対策も行います！国語授業時間内に、作文指導、漢検対策も行います！ 
《指導日数》 全20202020日間日間日間日間 *下記5つの講座から、1講座～5講座まで自由に選択いただけます。 
                *日程は右頁「中3講習カレンダー」参照 
《時間帯》  5科授業（一斉授業） 午前9：00～午後3：00  （昼食持参）（昼食持参）（昼食持参）（昼食持参） 

        質問教室（個別指導） 午後3：00～午後5：00 

《指導時間》 全140140140140時間時間時間時間 （講習95時間 質問教室38時間 テスト6時間） 
《クラス編成》 志望動機の強さや学力に応じて、クラス編成します。 2222    

基礎講座Ⅱ 4日間 3333    
基礎講座Ⅲ 4日間 4444    

応用講座 4日間 5555    
実戦講座 4日間  1111    

基礎講座Ⅰ 4日間 
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KECKECKECKEC夏のお得キャ夏のお得キャ夏のお得キャ夏のお得キャ

ンペーン！ンペーン！ンペーン！ンペーン！2222学期学期学期学期

以降の特典もあり以降の特典もあり以降の特典もあり以降の特典もあり    

複数受講割引（マルチ割）複数受講割引（マルチ割）複数受講割引（マルチ割）複数受講割引（マルチ割）    

…複数講座受講ならお得です！！…複数講座受講ならお得です！！…複数講座受講ならお得です！！…複数講座受講ならお得です！！ 

 2講座受講なら ⇒ ￥￥￥￥2,000OFF2,000OFF2,000OFF2,000OFF    3講座受講なら ⇒ ￥￥￥￥3,000OFF3,000OFF3,000OFF3,000OFF    4講座受講なら ⇒ ￥￥￥￥4,000OFF4,000OFF4,000OFF4,000OFF    5講座受講なら ⇒ ￥￥￥￥5,000OFF5,000OFF5,000OFF5,000OFF    
ともだち割引（とも割）ともだち割引（とも割）ともだち割引（とも割）ともだち割引（とも割）    

…ともだちと一緒ならさらにお得！…ともだちと一緒ならさらにお得！…ともだちと一緒ならさらにお得！…ともだちと一緒ならさらにお得！    おともだち2人以上同時受講申込なら…     ⇒ ￥￥￥￥5,000OFF5,000OFF5,000OFF5,000OFF    ※塾生以外のお友達同士のお申込みの場合のみ 

※注意1 高校見学会や学校行事が開催され、多くの塾生が参加されると予想される下記記載日は休塾日とします。      7/28（金）ボランティアの日、7/31（月）星稜、8/1（火）錦丘、8/2（水）金沢、8/7（月）二水、8/26（土）附属  ※注意2 上記日程で中学校の登校日と重なる場合は、欠席授業を15：00からの質問教室（個別指導）でフォローします。        学校から下校次第、すぐにKECに登校してください。 

 ◆ ＫＥＣ 中３スーパー受験夏期講習カレンダー2017 
日 月 火 水 木 金 土 7/237/237/237/23        24  25  26 基礎講座Ⅰ① 27 基礎講座Ⅰ② 28  29292929    基礎講座Ⅰ③ 30303030    基礎講座Ⅰ④ 31  8/1  2  3 基礎講座Ⅱ⑤ 4 基礎講座Ⅱ⑦ 5555    基礎講座Ⅱ⑧ 6666    基礎講座Ⅱ⑤ 7  8 基礎講座Ⅲ⑨ 9 基礎講座Ⅲ⑩ 10 基礎講座Ⅲ⑪ 11 基礎講座Ⅲ⑫ 12121212        13131313     14  15 16  17 応用講座⑬ 18 応用講座⑭ 19191919    応用講座⑮ 20202020        21 応用講座⑯ 22 漢字検定 実戦講座⑰ 23  24 実戦講座⑱ 25 実戦講座⑲ 26262626     27272727    総合模試総合模試総合模試総合模試    実戦講座⑳ 28 29  30  31  9/1 通常授業開始 2222 
◆中３スーパー受験夏期講習2017受講費 

《講習費》（消費税込） 
□ 基礎講座Ⅰ（４日間） 13,000円 

□ 基礎講座Ⅱ（４日間） 13,000円 

□ 基礎講座Ⅲ（４日間） 13,000円 

□ 応用講座 （４日間） 13,000円 

□ 実戦講座 （４日間） 13,000円（模試費込） 

□ 教材費 （一括納入）  5,000円 *夏期教材は初回に全て配布します。ですから、1講座のみ受講の方も、5講座全て受講の方も教材費は変わりません。予めご了承ください。   
《資格試験》（消費税込） 
□ 漢字検定検定料（8/22） 準2～3級 2,500円 

                2級 3,500円 

 （※中３の受験級は3級以上です）  
《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。 （※なるべくおつりのないようにお願いいたします。） 
最大￥最大￥最大￥最大￥10,000 OFF10,000 OFF10,000 OFF10,000 OFF    夏キャン！夏キャン！夏キャン！夏キャン！    



ＫＥＣ 
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ＫＥＣ夏期講習2017 受講手続 

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) ※講習開始後からの途中受講もＯＫ ◆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 

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） 

〒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！    

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！    
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！！ 

※基礎講座Ⅰを受講してみてから、以降の講座の受講を検討されてもＯＫ 


