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ＫＥＣ高校部 春期講習ガイド
春期講習ガイド2018
2018
ご入学・ご進級おめでとうございます！
KEC高校部春期講習
Coming Soon!!

◆ＫＥＣ 高校部春期講習2018 開講！
春らしい陽気が見られ始めた今日この頃。そんな中、入学・進級を控えた中学３年生および高校１・２年生の皆
さんにとっては、４月からの新生活が楽しみでもあり不安でもあり、こちらもいつもと違う春を感じているのではな
いでしょうか？
ＫＥＣ高校部では新高１生から新高３生まで全高校生を対象に『ＫＥＣ春期特
別講習会』を開講します。日程は全学年３月26日（月）19：00から開講となりま
す。春期講習では受講生のみなさんに、１年間の学習生活における目標設定
をしてもらっています。“自分の目標は自分で決める”、これがＫＥＣの伝統で
す。この春、ＫＥＣ春期講習で新しい自分を見つけ、新しい学習生活をスタートさ
せましょう！！

KEC高校部 2017年度生合格速報
金沢大学医学類 1名 奈良県立医科大学医学部 1名
東京工業大学第1
東京工業大学第1類 1名 合格！！
みなさんの努力の成果はKEC
みなさんの努力の成果はKECの誇りです！おめでとう！！
KECの誇りです！おめでとう！！

KEC春期講習生
KEC春期講習生 募集中！HP
募集中！HPでも検索！
HPでも検索！
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ＫＥＣ高校部 春期講習ガイド2018
◆ＫＥＣ春期講習18

新高校１年生へ

新高１ゼミ

講座要項

《講習日程》
3月26日（月）・28日(水）・31日（土）・4月3日（火）・5日（木）
・講習時間帯 19：00～22：00
・自習室開放時間帯 10：00～22：00

新高校１年生のみなさ
（自習室は初回講習後3/27より利用可能です）
ん、中学ご卒業おめでと
うございます。４月からい 《指導教科》 英語・数学・国語
よいよいよ高校新生活 ※仮入学時にもらった春期課題をすべて持参して
がスタートします。期待と ください。
不安が入り混じった新学
期ですが、しっかり覚悟 《指導内容》
を決めて望んでほしいと Ⅰ 高校ガイダンス 「学習生活紹介」「教科書紹介」
思います。
Ⅱ 大学入試ガイダンス「センターって？」「2次試験って？」
Ⅲ 動画講義「学びエイド」
Ⅳ ＫＥＣ高校部ガイダンス
Ⅴ 春期課題 個別質問指導
Ⅵ 自習室利用体験
（新年度より通常授業を受講される場合、4/2以降も自習室をご利用いただけます）
4

3

中学校ご卒業おめでとうございます！ 月からは新たな学校生活 が始まりますね。 年前 を思い出してみてください。中学入 学前は不安がい っぱいではありませんでしたか？「ＫＥＣ新高

1ゼミ」は、みなさんのそんな不安 を吹き飛 ばすガイダンス授業 を行います。

●毎回質問自由！

●講習期間中は無料で
自習室利用可能！

●動画講義もみんなで
視聴するよ！

◆ＫＥＣ春期講習18

《講習費用》 特別無料 （教材費も無料です）

*注意：定員（20名）に達し次第、募集を終了させていただきます。

新高２ゼミ

新高校２年生へ
4月からいよいよ文系理系に分
かれての学習生活が始まりま
す。学習内容も難易度が急激に
上がり始めます。まずは、学習時
間の確保。その意識づけがもっと
も肝要です。

講座要項

※4/1（日）はお休み

《講習日程》
3月26日（月）～4月3日（火）
・個別指導時間帯 19：30～23：00
・自習室開放時間帯 10：00～22：00

毎日質問できます！
・学校春期課題・教科書先取りフォロー 等
②学びエイド見放題 ※1

《指導内容》 ①個別指導

毎日使用可 ※2※3
※1 4/1（日）～4/27（金）まで視聴できます。
また、KEC校舎内だけでなく、ご自宅でも視聴が可能です。
※2 利用規則厳守（高校部入塾案内書P4参照）
HPをご覧ください。
※3 希望者は、4/3（水）～4/7（土）まで自習室を利用できます。
③英語 英作文対策教材配布
④自習室開放

《指導科目》 英語・数学・物理・化学

教材費・消費税込）
受講申込み時に、申込用紙とともにご持参ください。

《講習費用》（
10,000円 …

ＫＥＣ高校部 2018年度（平成
2018年度（平成30
年度（平成30年度）通常授業のお知らせ
30年度）通常授業のお知らせ
ＫＥＣ高校部通常授業は、4月9日（月）から開講です。お申込みは0120－38－2058まで
（4月4日～8日は新年度準備のため休講 自習室は利用できます）
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◆ＫＥＣ春期講習18

新高３ゼミ
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講座要項

※4/1（日）はお休み

《講習日程》
3月26日（月）～4月3日（火）
・個別指導時間帯 19：30～23：00
・自習室開放時間帯 10：00～22：00

毎日質問できます！
・学校春期課題・教科書先取りフォロー・受験教材 等
②学びエイド見放題 ※1
③センター過去問集 1冊プレゼント ※2
④自習室開放 毎日使用可 ※3※4
※1 4/1（日）～4/27（金）まで視聴できます。
また、KEC校舎内だけでなく、ご自宅でも視聴が可能です。
※2 文理共通 国語
※3 利用規則厳守（高校部入塾案内書P4参照）
HPをご覧ください。
※4 希望者は、4/3（水）～4/7（土）まで自習室を利用できます。

《指導内容》 ①個別指導

いよいよ受験生となりま
す。受験勉強は毎日が「五
里霧中」です。やっても
やっても先が見えない、と
いうような…。でもひたすら
前へ進みましょう。この１年
は思いついたことをすぐに
実行してください。その先
に道がます。
新高校３年生へ

《指導科目》 英語・数学・物理・化学

教材費・消費税込）
受講申込み時に、申込用紙とともにご持参ください。

《講習費用》（
10,000円…

◆ 日本最強の“講義動画プラットフォーム”『学びエイド』 ご案内

KEC高校部は「自学・自修・自律」を塾是としていますが、時とし
て一流の師と「出会い・学び・育つ」こともとても大事なことです。
大学入試はいうまでもなく「全国大会」です。金沢の地のみで戦
うのではなく、全国の受験生との戦いです。全塾生には、そんな
全国のライバルたちを指導し尊敬を集める、トッププロ講師の存
在もぜひ知っておいてほしいと思っています。その貴重な機会を
得るためのプラットフォームが「学びエイド」なのです。
「学びエイド」では、会員登録するだけで、国内選りすぐりの、
トップ予備校講師の動画講義を視聴することができます。しかも、
登録トッププロ講義すべて見放題です。
学びエイド ５つの特長
1

ローコスト・ハイクオリティ

2

講師・講義を自ら選べる

3

5分の動画講義

4

集中力重視

5

学習状況の管理

全国トッププロ講義が月額¥3,000…
全国トッププロ講義が月額¥3,000…あり得ません！
¥3,000…あり得ません！
多数のプロ講師・講義が、キミにベストマッチな講義を提供！

学びエイドはスッキリしている。充実した学習と集中力の持続が両立！

講師の顔は見えません。でも、動画講義は板書と解説に集中すべきだよね！
KECは学びエイドも管理。キミの学習状況も全て把握しているよ！
KECは学びエイドも管理。キミの学習状況も全て把握しているよ！

講習会以外はオプション講座ですので、高校生一人ひとりの目的・必要性に応じてご選択いただけます。ご不明な点がご
ざいましたら、ＫＥＣ高校部坂田までお問い合わせください（0120－38－2058）。

ＫＥＣ春期講習会 受講手続
１ 電話お問いあわせ
℡ 0120―38―2058

◆電話お問い合わせ 受付時間帯
月～土 午後４：００～午後１０：００

ＫＥＣ受付窓口までお越し下さい。

２ 申込手続き

〒９２１―８１１６
金沢市泉野出町２―７―１ 勝木書店２Ｆ
ＴＥＬ ０７６―２４４―２０５８
ＦＡＸ ０７６－２４４－４３６３
Ｅ―ｍａｉｌ ｉｎｆｏ＠ｋｅｃｊｕｋｕ.ｃｏｍ

ＫＥＣ受付窓口

◆申込受付期間
3/1（木）より～
※途中受講も可能ですので、ご相談ください
◆申込受付時間帯
月～土 午後４：００～午後１０：００
◆ご持参いただくもの
「ＫＥＣ春期特別講習 受講申込書」
「講習費用」（なるべくおつりのないようお願いします）

３ 春期講習受講開始

◆ＫＥＣ春期講習18 携行品
①筆記用具
②宿題等 テキスト
③辞書類

◆春期講習中の 提出物
①後期通知表
②校外模試成績表
（進研・河合塾・駿台・代ゼミ・模試など）

ＫＥＣ
〒921-8116
金沢市泉野出町2－7－6 勝木書店2Ｆ
電話 0120（38）2058
FAX 076（244）2058
http://www.kecjuku.com
Email: info@kecjuku.com

塾長ブログ「ＫＥＣハルノート」もご覧下さい！
ＫＥＣホームページも更新中！！

