
祝 ご入学・ご進級！ 

 

KEC春期講習2018 

開講 

KEC JUNIOR CLUB ニュースレター18「中学部春期講習特別号」  発行日 2018年3月1日 
ＫＥＣ中学部ＫＥＣ中学部ＫＥＣ中学部   春期講習春期講習春期講習201820182018   講習ガイド講習ガイド講習ガイド   

 今年は特に寒かった冬もようやく終わり、金沢にもうすぐで新しい春がやってきます。入学・進級を控えた小学６年生および中学１・２年生の皆さんは、４月からの新生活を楽しみにしていることと思います。一方で、新生活に一抹の不安を感じている人もいるのではないでしょうか。そんな不安を吹き飛ばすスプリングアイテムが“KEC”です！  ＫＥＣ中学部では新中１生から新中３生まで全中学生を対象に『ＫＥＣ春期特別講習会』を開講します。新中1生は３月27日（火）13：00から、新中２・３生は同じく３月27日（火）19：00から順次開講となります。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。“１年間の学習目標を立てる”、これが春期講習の目的です。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 中学部春期講習2018 開講！！ 

ー「KECはさらなる進化を果たし、頑張るキミを応援します！」－ 

 KEC中学部では、春期講習会に先駆けて、通常授業無料体験学習を実施中です。体験学習前に、三者面談もしくは保護者面談が必要ですので、予めお電話にて面談日をご予約ください。  
◆中学部無料体験学習 実施要項◆ 

新中学1年生  ～3月22日（木）まで 時間帯16：30～19：00 

新中学2・3年生 ～3月19日（月）まで 時間帯19：30～22：00    

◆◆◆◆ＫＥＣ中学部 無料体験学習実施中！ 

KEC中学部 

30年度 

通常授業生 

同時募集中 

 

通常授業 

4月9日（月） 

一斉 

スタート！！   
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◆ＫＥＣ春期講習 新中１ゼミ 講座要項 

平成30年度 通常授業選択科目について 

 

    ＫＥＣ中学部の平成29年度通常授業は、４４４４月月月月9999日（月）より開講します日（月）より開講します日（月）より開講します日（月）より開講します。中学部授業曜日は、右表をご参照ください。特に、新中学3年生は通塾曜日が1・2年生とは異なりますのでご注意願います。  通常授業についてご不明な点やご質問がある方は、三者面談時やお電話・Eメール等にて、仔細に関わらずお問い合わせください。 
 月 火 水 木 金 土 中１ 国 理 社  数  英  中２ 国 理 社  数  英  中 ３ 国 数  英  理社 
平成平成平成平成30303030年度年度年度年度    中学部授業曜日中学部授業曜日中学部授業曜日中学部授業曜日    

◆ＫＥＣ春期講習 新中２ゼミ 講座要項 

新中学新中学新中学新中学２２２２年生の年生の年生の年生の    
みなさんへみなさんへみなさんへみなさんへ  中学２年生は５科目の内容がいきなり難しくなります。また、部活動などの学校生活も忙しさを増し、学習時間の確保に苦心します。ＫＥＣ新中２ゼミでは、進級後もスムーズに新学年内容に取り組めるように、まとめと先取を行います。 

《講習日程》 全5日間 3月27日（火）・29日（木）・30日（金）・4月2日（月）・4日（水） 全日程時間帯  19：00～22：00 毎回3時間  
《指導教科》 英語・数学・理科・社会 
《指導内容》   英語・数学 … 前学年の総まとめと              新学年の先取学習   理科・社会 … 前学年の総まとめ   全科目   … 入試問題チャレンジ  
《講習費用》 5,000円（消費税・教材費込）           春期講習申込時にご持参ください。 

《講習日程》 全5日間   ３月27日（火）・29日（木）・30日（金）・4月2日（月）・4日（水）    全日程時間帯は午前13：00～16：00 毎回3時間 
《指導教科》 英語・数学・国語・理科・社会              おもに、英語・数学をメインに指導します 
《指導内容》  Ⅰ 新中1統一テスト対策 算国理社小学復習授業  Ⅱ 中学校ガイダンス 「教科書紹介」「テスト紹介」  Ⅲ 高校入試ガイダンス「倍率って？」「内申点って？」  Ⅳ 学習ガイダンス 「学習方法紹介」「先取学習にTry」  Ⅴ ＫＥＣガイダンス 「通常授業紹介」「特別講習紹介」  Ⅵ 英語・数学通常授業体験（タブレット学習体験）（タブレット学習体験）（タブレット学習体験）（タブレット学習体験）  
《講習費用》 5,000円（消費税・教材費込） 

新中学新中学新中学新中学１１１１年生の年生の年生の年生の    
みなさんへみなさんへみなさんへみなさんへ     小学校ご卒業おめでとうございます！「ＫＥＣ新中１ゼミ」では、みなさんが中学校生活に抱いている不安を取り除き、４月から好スタートを切るためにガイダンス授業を行います。おともだちといっしょに、まずは新中１ゼミを受講してみませんか？ 

2222年生はなにもかもが年生はなにもかもが年生はなにもかもが年生はなにもかもが難しくなるんだって!?難しくなるんだって!?難しくなるんだって!?難しくなるんだって!?    

入学おめでとう！入学おめでとう！入学おめでとう！入学おめでとう！    がんばろうね！がんばろうね！がんばろうね！がんばろうね！    
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◆ＫＥＣ春期講習 新中３ゼミ 講座要項 講座要項 
新中学新中学新中学新中学３３３３年生の年生の年生の年生の    

みなさんへみなさんへみなさんへみなさんへ いよいよ受験学年への進級となります。この１年間は受験へのプレッシャーと闘っていかなければならない年です。春期講習では、先日行われた公立入試問題を紹介しながら、新中学３年生の目標と課題を明確にする講義を行います。 
いよいよ受験生！いよいよ受験生！いよいよ受験生！いよいよ受験生！    がんばらなくちゃ！がんばらなくちゃ！がんばらなくちゃ！がんばらなくちゃ！    

日 月 火 水 木 金 土 3/113/113/113/11    12 13 14    15 16  17171717        18181818     19  20  21  22  23 判定テスト 24242424 25252525     26  27 春期講習 28  29 春期講習 30 春期講習 31313131    4/14/14/14/1    2 春期講習 3  4 春期講習 5 6 7777    

ＫＥＣ 中学部春期講習カレンダー みんな一緒にみんな一緒にみんな一緒にみんな一緒に    KECKECKECKECの春期講習への春期講習への春期講習への春期講習へGOGOGOGO！！！！    

《講習日程》 全5日間 3月27日（火）・29日（木）・30日（金）・4月2日（月）・4日（水） 全日程時間帯  19：00～22：00 毎回3時間  
《指導教科》 英語・数学・理科・社会 
《指導内容》   英語・数学 … 前学年の総まとめと              新学年の先取学習   理科・社会 … 前学年の総まとめ   全科目   … 入試問題チャレンジ  
《講習費用》 5,000円（消費税・教材費込）           春期講習申込時にご持参ください。 

◆ＫＥＣ春期講習18 総まとめ「達成度判定テスト」 実施要項  新2年生 試験範囲 新3年生 試験範囲 
英 

1年の総まとめ （一般動詞の過去形含む） 2年までの総まとめ 
数 

1年の総まとめ （正負の数/文字式/1次方程式/比例と反比例/図形） 2年までの総まとめ（式の計算/方程式/1次関数/図形／確率） 
国 

1年の総まとめ（漢字の読み書き/慣用句・ことわざ/小説・論説文の読解） 2年までの総まとめ（漢字/ことわざ・慣用句/文法/小説・論説文の読解） 
理 

1年の総まとめ（力と圧力/気体/植物のからだのつくり/地震） 2年までの総まとめ（電流と磁界/水溶液/植物/空気中の水蒸気） 
社 

1年の総まとめ（地球のすがた/世界の国々/人類の発生～平安時代） 2年までの総まとめ（地理総合/古代～中世/近世～明治） 

達成度判定テスト達成度判定テスト達成度判定テスト達成度判定テスト    試験範囲試験範囲試験範囲試験範囲     年間の総確認テストとして、全国模試を実施します。この模試で１年間を振り返って弱点を絞り込み、効果的な補強学習に役立ててください。また、志望校判定も出ますので、新たな目標設定の判断材料としてください。 
■対象 新中学２年・３年生    

■日時 英数国３月23日（金）午後7：30～9：30    

      理社  春期講習時間内 
■費用 2,600円（消費税込）  ※受講申込時にご持参ください。 



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 ◆保護者面談 随時実施しております （要電話予約） 
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 ０７６―２４４―２０５８ ＦＡＸ ０７６－２４４－４３６３ Ｅ―ｍａｉｌ  ｉｎｆｏ＠ｋｅｃｊｕｋｕ.ｃｏｍ 
ＫＥＣ受付窓口までお越し下さい。 
 ◆申込受付期間 3/1（木）～3/25(日) ※途中からの受講も可能です ◆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」 ・「春期講習 講習費」 

３ 春期講習受講開始 
◆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)以上 ⑤定規・コンパス （ ⑥ 通知簿・連絡簿 未提出の方）  

KEC スプリングキャンペーン18 3月末までに入塾 契約いただくと…  4月末までに入塾 契約いただくと… 入塾金5,00O円OFF！兄弟割引もあります！！ 

入塾金10,000円OFF！ 


