
ワイズ生

受講料 申込欄

小1～5生 3,300円

小6生 4,400円

中1生 16,500円

中2生 16,500円

中3生 36,400円

対象学年
英語 算数・数学 理科 国語 社会 合計回数 受講料

回 回 回 回 回 　　　　回　 1,650円/回

英語 数学 理科 国語 社会 合計回数 受講料

回 回 回 回 回 　　　　回　 1,930円/回

申込欄に○を記入して下さい。

受験料

2,800円

3,300円

3,300円

3,300円

お名前、ご連絡先、お申込内容をご記入下さい。

印

８月２１日（日）大分県合同模試

　生徒氏名
　②個別授業受講料

中学３年生

日出教室　（学年）小 ・ 中 　　　年生

　③模擬試験受験料

円　８月月謝
　保護者氏名

　ご連絡先　　　　　　　　　　-　　　　　-

円　

夏期講習会 申込締め切りは7月９日(土)です。

合計金額 円　

　　　　　　　中3英/数単科 8,800　英数2科目 15,400
　個別授業　中1・2　60分　6,600　　中3　60分　7,700

　一斉授業中1英/数単科 7,700　英数2科目 14,300
　　　　　　　中2英/数単科 8,800　英数2科目 15,400

夏期講習受講料、個別授業受講料、模擬試験受験料は、
8月分月謝と併せて８月１２日に引落としとなります。

2022夏期講習 申込用紙（小・中学生）

③模擬試験

授業回数教科対象学年

45分×全６回算数・国語・英語

英語・数学・国語・理科・社会 60分×全67回

英語・数学・国語・理科・社会

英語・数学・国語・理科・社会

算数・国語・英語 45分×全６回

中学生

小学生

申込教科に回数をご記入ください。
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。

申込欄
小学生
中1，2生

対象学年 受験申込欄

小学３・４年生 学力診断模試 ８月２１日（日）

中学１・２年生

学力診断模試 ８月２１日（日）

学力診断模試 ８月２１日（日）

小学５・６年生

①夏期講習授業 申込欄に○を記入して下さい。金額はすべて税込金額です。

円　

円　

　①夏期講習受講料

※お申込回数・時期によっては、夏期講習期間中に個別授業が実施できない場合がございます。その場合、夏休み以降に行います、ご了承ください。

受験日模試名

60分×全19回

60分×全19回

中3生

②個別授業

■お申込内容



ワイズ
個別生

受講料 申込欄

15,400円

11,000円

19,300円

13,800円

中1生 25,400円

中2生 28,400円

中3生 49,600円

対象学年
英語 算数・数学 理科 国語 社会 合計回数 受講料

回 回 回 回 回 　　　　回　 1,650円/回

英語 数学 理科 国語 社会 合計回数 受講料

回 回 回 回 回 　　　　回　 1,930円/回

申込欄に○を記入して下さい。

受験料

2,800円

3,300円

3,300円

3,300円

お名前、ご連絡先、お申込内容をご記入下さい。

印

　一斉授業中1英/数単科 7,700　英数2科目 14,300
　　　　　　　中2英/数単科 8,800　英数2科目 15,400
　　　　　　　中3英/数単科 8,800　英数2科目 15,400
　個別授業　中1・2　60分　6,600　　中3　60分　7,700

夏期講習会 申込締め切りは7月９日(土)です。

小学生

小1～5生 算数・国語・英語

小6生 算数・国語・英語

中学生 英語・数学・国語・理科・社会

　保護者氏名
８月月謝

■お申込内容
日出教室　（学年）小 ・ 中 　　　年生 　①夏期講習受講料

中学１・２年生

円　
　ご連絡先　　　　　　　　　　-　　　　　-

夏期講習料金、個別授業料金、模擬試験受験料は、
8月分月謝と併せて８月１２日に引落としとなります。

合計金額 円　

円　

　生徒氏名
　②個別受講料 円　

　③模擬試験受験料 円　

学力診断模試 ８月２１日（日）

中学３年生 大分県合同模試 ８月２１日（日）

小学３・４年生 学力診断模試 ８月２１日（日）

小学５・６年生 学力診断模試 ８月２１日（日）

中3生

※お申込回数・時期によっては、夏期講習期間中に個別授業が実施できない場合がございます。その場合、夏休み以降に行います、ご了承ください。

③模擬試験
対象学年 模試名 受験日 受験申込欄

②個別授業 申込教科に回数をご記入ください。
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。

申込欄
小学生
中1，2生

60分×全37回

英語・数学・国語・理科・社会 60分×全87回

45分×全28回

45分×全20回

英語・数学・国語・理科・社会 60分×全37回

45分×全28回

45分×全20回

①夏期講習授業 申込欄に○を記入して下さい。金額はすべて税込金額です。

2022夏期講習 申込用紙（小・中学生）

対象学年 教科 授業回数



ワイズ生

受講料 申込欄

13,200円

4,700円

9,500円

英語・数学（2科目) 14,100円

英語（単科） 7,500円

数学（単科） 7,500円

英語・数学（2科目) 9,350円

英語（単科） 2,500円

数学（単科） 7,500円

15,400円

7,900円

7,900円

6,600円

②個別授業
対象学年 受講料 申込欄

お名前、ご連絡先、お申込内容をご記入下さい。

印

一斉授業　高1　英数単科9,350　英数2科目16,500
　　　　　　　高2　英数単科9,900　英数2科目18,700
　　　　　　　高3　英数単科10,450　英数2科目20,310
個別授業　高1・2　60分　8,800　　高3　60分　9,900

夏期講習会 申込締め切りは7月９日（土）です。

英語（単科） 120分×3回

60分×5回

　保護者氏名 ８月分月謝

※お申込回数・時期によっては、夏期講習期間中に個別授業が実施できない場合がございます。その場合、夏休み以降に行います、ご了承ください。

■お申込内容

日出教室　（学年）　高校　　　　年生 　①夏期講習受講料 円　

　生徒氏名 　②個別授業受講料 円　

円　

　ご連絡先　　　　　　　　-　　　　　-
合計金額 円　

夏期講習受講料、個別授業受講料は
８月分月謝と併せて８月１２日に引落としとなります。

1回の授業の生徒数は最大で2名です。

高校生
高１～2生

60分×１回　2,200円
希望科目の回数を記入して下さい

円

英語（　　回）　　数学（　　回）　　物理（　　回）　　化学（　　回）

高校生
高３生

60分×１回　2,480円
希望科目の回数を記入して下さい

円

英語（単科） 120分×2回

数学（単科） 120分×4回

高１生

2022夏期講習 申込用紙（高校生）

対象学年 教科 授業回数

高３生

英語・数学（2科目) 120分×6回

英語（翔青GCクラス）

①夏期講習授業 申込欄に○を記入して下さい。金額はすべて税込金額です。

数学（単科） 120分×3回

舞鶴・鶴見クラス

高校生

英語・数学（2科目) 120分×6回

英語（　　回）　　数学（　　回）　　物理（　　回）　　化学（　　回）

高２生

120分×6回

120分×3回

120分×3回

120分×4回

120分×1回

120分×3回

杵築・翔青クラス



ワイズ
個別生

受講料 申込欄

28,000円

14,100円

16,400円

英語・数学（2科目) 32,800円

英語（単科） 17,400円

数学（単科） 17,400円

英語・数学（2科目) 30,400円

英語（単科） 12,400円

数学（単科） 19,800円

35,600円

18,300円

18,300円

16,500円

②個別授業
対象学年 受講料 申込欄

お名前、ご連絡先、お申込内容をご記入下さい。

印

1回の授業の生徒数は最大で2名です。

2022夏期講習 申込用紙（高校生）

①夏期講習授業 申込欄に○を記入して下さい。金額はすべて税込金額です。
対象学年 教科 授業回数

高校生

高１生

英語・数学（2科目) 120分×13回

英語（単科） 120分×6回

数学（単科）

　生徒氏名 　②個別授業受講料 円　

※お申込回数・時期によっては、夏期講習期間中に個別授業が実施できない場合がございます。その場合、夏休み以降に行います、ご了承ください。

■お申込内容

日出教室　（学年）　高校　　　　年生 　①夏期講習受講料 円　

一斉授業　高1　英数単科9,350　英数2科目16,500
　　　　　　　高2　英数単科9,900　英数2科目18,700
　　　　　　　高3　英数単科10,450　英数2科目20,310
個別授業　高1・2　60分　8,800　　高3　60分　9,900

夏期講習会 申込締め切りは7月９日（土）です。

　保護者氏名 ８月分月謝 円　

　ご連絡先　　　　　　　　-　　　　　-
合計金額 円　

夏期講習受講料、個別授業受講料は
８月分月謝と併せて８月１２日に引落としとなります。

120分×7回

高２生

舞鶴・鶴見クラス

120分×14回

120分×7回

120分×7回

杵築・翔青クラス

120分×13回

120分×5回

120分×8回

高３生

英語・数学（2科目) 120分×14回

英語（単科） 120分×7回

数学（単科） 120分×7回

英語（翔青GCクラス） 60分×9回

高校生
高１～2生

60分×１回　2,200円
希望科目の回数を記入して下さい

円

英語（　　回）　　数学（　　回）　　物理（　　回）　　化学（　　回）

高校生
高３生

60分×１回　2,480円
希望科目の回数を記入して下さい

円

英語（　　回）　　数学（　　回）　　物理（　　回）　　化学（　　回）


