
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 

KEC高校部 夏期講習2018 

8月1日（水）開講！！ 

保護者の皆様へ保護者の皆様へ保護者の皆様へ保護者の皆様へ     
この夏休み中にお子様と必ず以下のことをお話しください。この夏休み中にお子様と必ず以下のことをお話しください。この夏休み中にお子様と必ず以下のことをお話しください。この夏休み中にお子様と必ず以下のことをお話しください。    

高高高高1111生：生：生：生：    文理文理文理文理選択・職業選択について選択・職業選択について選択・職業選択について選択・職業選択について    

高高高高2222生：生：生：生：    志望志望志望志望大学の策定大学の策定大学の策定大学の策定    

高高高高3333生：生：生：生：    受験受験受験受験大学（国公立・私立受験校）の策定大学（国公立・私立受験校）の策定大学（国公立・私立受験校）の策定大学（国公立・私立受験校）の策定    

大学受験は、ご家族の総力戦となります。受験そのものはもちろ大学受験は、ご家族の総力戦となります。受験そのものはもちろ大学受験は、ご家族の総力戦となります。受験そのものはもちろ大学受験は、ご家族の総力戦となります。受験そのものはもちろ

んのこと、進学後のことも是非お話し合いください。んのこと、進学後のことも是非お話し合いください。んのこと、進学後のことも是非お話し合いください。んのこと、進学後のことも是非お話し合いください。 
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夏を活かす！夏に伸びる！夏を活かす！夏に伸びる！夏を活かす！夏に伸びる！夏を活かす！夏に伸びる！KECKECKECKECの夏期講習！の夏期講習！の夏期講習！の夏期講習！    
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途中からのご受講もＯＫ！お気軽にご相談ください！ 
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 ◆ＫＥＣ 高校高校高校333年生年生年生   夏期講習2018 講習概要 
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 受験生にとってはいよいよ天王山の夏がやってきました。苦手科目克服、得意科目伸長、センター対策、学校の補習授業、マーク模試等、やること目白押しの高３の夏休みは使い方を絶対に失敗したくありませんね。ＫＥＣでは、そのどれもをサポートすべく、下記のように夏期講習会を予定しています。高校部自習室で心も体もcoolな夏休みを送りましょう！！ 

        高三夏休高三夏休高三夏休高三夏休みみみみ““““鉄鉄鉄鉄のののの掟五箇条掟五箇条掟五箇条掟五箇条” 

 

一、1日10時間の勉強時間を確保するべし！    …朝～昼4時間、昼～夕4時間、夕～就寝2時間の割合がベスト 
一、早起きして朝型勉強モードにするべし！    …暑い夏休みは涼しい時間帯を有効活用しよう 
一、学習サイクルをルーチン化するべし！    …○時から○時は数学、△時から△時は英語と、科目ごとに     計画をしっかり立てよう   
一、基礎が固まってない科目は基礎を優先すべし！    …急がば回れ！基礎勉強ができるのは、夏休みが最後のチャンス 
一、志望校に合格することをイメージすべし！    …勉強のための勉強はやめよう。自分の夢を毎日見よう！ 

高校最後の夏！高校最後の夏！高校最後の夏！高校最後の夏！    

受験勉強の夏！受験勉強の夏！受験勉強の夏！受験勉強の夏！    

基礎固めの夏！基礎固めの夏！基礎固めの夏！基礎固めの夏！    

    

いろんないろんないろんないろんな    

夏だけど、夏だけど、夏だけど、夏だけど、    

ガンバレガンバレガンバレガンバレ    

受験生！！受験生！！受験生！！受験生！！    

《講習概要》 

●日程 8月1日（水）～8月31日（金）       毎週日曜日 および 8月11日（土）～17日（金）は休塾日        自習室10：00～23：00 個別指導19：30～23：00 
●講習費用 45,000円（教材費・消費税込）           受講申込時にご持参ください。 
●指導内容 

  ①毎日個別指導毎日個別指導毎日個別指導毎日個別指導  

   毎日質問OK！夏期課題の疑問はKECで解決！ 
   ※1 ・指導科目 英語・数学・物理・化学     ・指導時間帯 毎日19：30～23：00 （質問LOは22：45）     ・クラス分けなし・全学年混合クラスです。 
  ②センター演習授業センター演習授業センター演習授業センター演習授業    参加は自由。マーク演習と解説授業です。                    ※2 授業曜日高3：水・土 毎回21：00～22：00 
  ③自習室使い放題自習室使い放題自習室使い放題自習室使い放題  休塾日も自習室は利用できますよ！                    受験生の夏の学習生活をバックアップ！                    ※3 利用規則厳守でお願いします（別紙参照） 
  ④英語英語英語英語    センター過去問センター過去問センター過去問センター過去問    

                                リスニング対策教材リスニング対策教材リスニング対策教材リスニング対策教材    プレゼント！プレゼント！プレゼント！プレゼント！（教材費込）     英語対策は文理共通の課題です。夏からマーク演習に入りましょう！ 
  ⑤「「「「StudyplusStudyplusStudyplusStudyplus」学習管理」学習管理」学習管理」学習管理 

   無料アプリで学習管理。ダラダラしないようチェック！ 
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 高校生の夏休みは長いようで短いもの。「普段積み残してきた勉強をこの時期に！」と考えていても、暑さは増すし、部活あり、補習あり、文化祭準備がありで、計画がなかなか思い描いていたようには進ままないもの。そんな状況をじれったく思う高校生も多いはずです。KECではそんな高校生を応援するための夏期講習会を用意しています、高校1年生から大学受験生まで、しっかりとしたサポート体制を敷いているKEC夏期講習で秋以降の学習生活に弾みをつけましょう！ 

 ◆ＫＥＣ 高校高校高校１・２１・２１・２年生年生年生   夏期講習2018 講習概要 

◆KEC高校部 夏期講習カレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 7/30 31 個別指導 高1センター演習 8/1 個別指導 高2センター演習 2個別指導 高3センター演習 3 個別指導 高1センター演習 4 個別指導 高2センター演習 5 個別指導 高3センター演習 6 7 個別指導 高1センター演習 8 個別指導 高2センター演習 9 個別指導 高3センター演習 10 個別指導 高1センター演習 11  12 13 14 15 16  17 18 個別指導 高2センター演習 19 個別指導 高3センター演習 20 21 個別指導 高1センター演習 22 個別指導 高2センター演習 23 個別指導 高3センター演習 24 個別指導 高1センター演習 25 個別指導 高2センター演習 26 個別指導 高3センター演習 27 28 個別指導 高1センター演習 29 個別指導 高2センター演習 30 個別指導 高3センター演習 31 個別指導 高1センター演習 9/1 通常授業開始 2 お盆休み期間中も、自習室は使用可能です！利用規則厳守！ 

《講習概要》 

●日程 8月1日（水）～8月31日（金）       毎週日曜日 および 8月11日（土）～17日（金）は休塾日        自習室10：00～23：00 個別指導19：30～23：00 
●講習費用 42,000円（教材費・消費税込）           受講申込時にご持参ください。 
●指導内容 

  ①毎日個別指導毎日個別指導毎日個別指導毎日個別指導  

   毎日質問OK！夏期課題の疑問はKECで解決！ 
   ※1 ・指導科目 英語・数学・物理・化学     ・指導時間帯 毎日19：30～23：00 （質問LOは22：45）     ・クラス分けなし・全学年混合クラスです。 
  ②センター演習授業センター演習授業センター演習授業センター演習授業    参加は自由。マーク演習と解説授業です。    ※2 授業曜日 下記カレンダー参照 
  ③自習室使い放題自習室使い放題自習室使い放題自習室使い放題  休塾日も自習室は利用できますよ！     高校生の夏の学習生活をバックアップ！     ※3 利用規則厳守でお願いします（別紙参照）  

  ④学力強化学力強化学力強化学力強化テキストテキストテキストテキスト    プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント（教材費込）      高1 英語/難単語テキスト  高2 社会/一問一答用語テキスト 受験勉強開始！ 
  ⑤「「「「StudyplusStudyplusStudyplusStudyplus」学習管理」学習管理」学習管理」学習管理 

   無料アプリで学習管理。ダラダラしないようチェック！ 

高校高校高校高校1111・・・・2222年生は、勉強も部活も遊びも全部がんばれ！！年生は、勉強も部活も遊びも全部がんばれ！！年生は、勉強も部活も遊びも全部がんばれ！！年生は、勉強も部活も遊びも全部がんばれ！！    
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ＫＥＣ 

ＫＥＣ夏期講習2018 受講手続 

〒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高校部 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は 入塾金無料！！ 

ＫＥＣ受付窓口までお越し下さい。  ◆申込受付期間 7/2（月）～7/31(火) ※途中受講もＯＫです ◆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（高3￥45,000 高1・2￥42,000）   ※途中からの受講の場合、1日あたり     ￥1,000（税込）減額いたします。 
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 
初回は教室に入室する前に、事務所

までお越しください。  ◆携行品（もってくるもの） ①筆記用具 ②夏期課題   自分が勉強したいものなら何でも可 
３ 夏期講習受講開始 BoysBoysBoysBoys＆＆＆＆GirlsGirlsGirlsGirls！！！！    2018201820182018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） 


