
ワイズ生

申込欄に○を記入して下さい。

授業料 申込欄

小1～5生 4,720円

小6生 6,000円

中1生 13,750円

中2生 15,000円

中3生 34,200円

申込欄に○を記入して下さい。

受験料

2,580円

3,240円

3,240円

3,240円

③個別授業
対象学年

英語 数学 理科 国語 社会 合計回数

回 回 回 回 回 　　　　回

④中３ 夏期勉強合宿 申込欄に○を記入して下さい。

対象学年 申込欄

中３生

印

小学３・４生 学力診断模試 ８月２６日（日）

一斉授業　中1 英/数単科7,560　英数2科目14,040　理社国3,240
　　　　　　　中2 英/数単科8,640　英数2科目15,120　理社国3,240
　　　　　　　中3 英/数単科8,640　英数2科目15,120　理社国3,240
　　　　　　　小1～5 英／算単科4,320　英数2科目7,560　国3,240
　　　　　　　小6 英／算単科5,400　英数2科目9,720　国3,240
個別授業　小中学生　週1回（60分）6,480　週2回（60分2回）12,960

合計金額 円　

　ご連絡先　　　　　　　　　　-　　　　　-

■お申込内容

日出教室　（学年）小 ・ 中 　　　年生 　①夏期講習授業料

夏期講習会 申込締め切りは７月１４日(土)です。

　保護者氏名 　③個別授業料 円　

　④合宿参加費 円　

８月月謝 円　夏期講習料金、夏期個別授業料金
模擬試験受験料、合宿参加費は、

８月分月謝と併せて８月１３日に引落としとなります。

円　

　生徒氏名 　②模擬試験受験料 円　

日程 場所 参加費

８月１０日（金）～１１日（土） 杵築市 上村の郷 6,480円

申込教科に回数を記入してください。1回1,620円で合計金額をご記入ください。

個別授業は1回60分、1回の授業の生徒数は最大で２名です。

小学生
中学生

授業料

×1,620＝　　　　　　円

※個別授業は、教室、講師のスケジュール等により、ご希望に添えない場合がございます。ご留意下さい。

中学１・２生 学力診断模試 ８月２６日（日）

中学３生 大分県合同模試 ８月２６日（日）

小学５・６生 学力診断模試 ８月２６日（日）

②模擬試験
対象学年 模試名 受験日 受験申込欄

中学生

英語・数学・国語・理科・社会 60分 全27回

英語・数学・国語・理科・社会 60分 全29回

英語・数学・国語・理科・社会 60分 全86回

２０１８　夏期講習 申込用紙（小・中生）
①夏期講習授業

対象学年 教科 授業回数

小学生

算数・国語・英語 45分 全12回

算数・国語・英語 45分 全12回



個別

申込欄に○を記入して下さい。

授業料 申込欄

11,340円

15,120円

14,580円

19,440円

中1生 25,850円

中2生 28,200円

中3生 48,200円

申込欄に○を記入して下さい。

受験料

2,580円

3,240円

3,240円

3,240円

③個別授業
対象学年

英語 数学 理科 国語 社会 合計回数

回 回 回 回 回 　　　　回

④中３ 夏期勉強合宿 申込欄に○を記入して下さい。

対象学年 申込欄

中３生

印

一斉授業　中1 英/数単科7,560　英数2科目14,040　理社国3,240
　　　　　　　中2 英/数単科8,640　英数2科目15,120　理社国3,240
　　　　　　　中3 英/数単科8,640　英数2科目15,120　理社国3,240
　　　　　　　小1～5 英／算単科4,320　英数2科目7,560　国3,240
　　　　　　　小6 英／算単科5,400　英数2科目9,720　国3,240
個別授業　小中学生　週1回（60分）6,480　週2回（60分2回）12,960

夏期講習会 申込締め切りは７月１４日(土)です。

夏期講習料金、夏期個別授業料金
模擬試験受験料、合宿参加費は、

８月分月謝と併せて８月１３日に引落としとなります。

８月月謝 円　

合計金額 円　

　保護者氏名 　③個別授業料 円　

　ご連絡先　　　　　　　　　　-　　　　　- 　④合宿参加費 円　

■お申込内容

日出教室　（学年）小 ・ 中 　　　年生 　①夏期講習授業料 円　

　生徒氏名 　②模擬試験受験料 円　

日程 場所 参加費

８月１０日（金）～１１日（土） 杵築市 上村の郷 6,480円

申込教科に回数を記入してください。1回1,620円で合計金額をご記入ください。

個別授業は1回60分、1回の授業の生徒数は最大で２名です。

小学生
中学生

授業料

×1,620＝　　　　　　円

※個別授業は、教室、講師のスケジュール等により、ご希望に添えない場合がございます。ご留意下さい。

中学１・２生 学力診断模試 ８月２６日（日）

中学３生 大分県合同模試 ８月２６日（日）

受験申込欄

小学３・４生 学力診断模試 ８月２６日（日）

小学５・６生 学力診断模試 ８月２６日（日）

60分 全104回

②模擬試験
対象学年 模試名 受験日

小1～5生 算数・国語
45分 全24回

45分 全32回

中学生

英語・数学・国語・理科・社会 60分 全47回

英語・数学・国語・理科・社会 60分 全47回

英語・数学・国語・理科・社会

小6生 算数・国語・英語
45分 全24回

45分 全32回

２０１８　夏期講習 申込用紙（小・中生）
①夏期講習授業

対象学年 教科 授業回数

小学生



ワイズ生

太枠内をご記入下さい。

①夏期講習授業 申込欄に○を記入して下さい（単科希望は科目にも○）

金額 申込欄

12,150円

6,890円

13,770円

7,290円

5,500円

18,800円

12,300円

9,520円

5,150円

英語 数学 国語 理科 社会

申込教科

対象学年

英語 数学 理系数学 化学/物理

回 回 回 回

　②映像授業受講料

印

各120分×２回

２０１８　夏期講習 申込用紙（高校生／日出校）

対象学年 教科 授業回数

高校生
【ＡＰＵ実施】

高3生

120分×全６回

各120分×３回

【校舎実施】
高３生

※【ＡＰＵ実施】には講習料金・宿泊費・食費（１日目夕食、２日目朝食、昼食）が含まれています。
※高3生は受験に向けて【ＡＰＵ実施】と【校舎実施】両方の受講を勧めます。

単科（英語または数学） 各120分×３回

【APU実施】
希望に○

（朝食は統一） 夕食　（ハンバーグ定食・酢鶏定食・ささみチーズカツ定食・チキン味噌カツ定食）

単科（英語または数学）

120分×全４回英語・数学

昼食　（ロコモコセット・チキンステーキセット・カツカレーセット・鶏のから揚げセット）

英語・数学

単科（英語または数学）

高1生
英語・数学 120分×全6回

単科（英語または数学） 各120分×3回

英語・数学 120分×全６回

高2生

ＡＰＵ合宿
（上記いずれかを受講する生徒のみ）

②映像授業　ベリタスアカデミー 申込教科に○を、受講料には金額を記入して下さい。

受講料

円
受講月　　　　月 受講料　　　　　　教科×6,480円

円　

※通常受講料は7,560円/月です。1教科6,480円は夏期講習（７月８月）の特別料金です。

③個別授業 申込教科に回数を、授業料には金額を記入して下さい。

個別授業は1回60分、1回の授業の生徒数は最大で２名です。

高校生
高１～３生

個別授業合計回数
円

　　　　回×2,160円

円　

　ご連絡先　　　　　　　　-　　　　　- ８月分月謝 円　

※個別授業は、教室、講師のスケジュール等により、ご希望に添えない場合がございます。ご留意下さい。

■お申込内容

日出教室　　　　　　　　高校　　　　　年生 　①夏期講習授業料 円　

　生徒氏名

数学ⅠＡ 120分×１回

夏期講習会 申込締め切りは７月７日(土)です。

夏期講習授業料、映像授業料、個別授業料は
８月分月謝と併せて８月1４日に引落となります。

合計金額 円　一斉クラス月謝　　高１　英数２科目16,200円　英・数１科目 9,180円

一斉クラス月謝　　高２　英数２科目18,360円　英・数１科目 9,720円

一斉クラス月謝　　高３　英数２科目19,940円　英・数１科目10,260円

　保護者氏名 　③個別授業料


