
令和 3 年度(2021~2022)　弘前トップゼミナール 冬期講習会 実施要項　　中 3　一般生版冬期講習会 実施要項

弘前トップゼミナールの講習会に今回初めてご参加いただく方は、
上記費用の金額から 1 万円の割引となります。
※過去に新中 1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ(無料講習)にご参加いただいた方は対象外となります。

“初めて割り”
　¥10,000引！

小4〜中3

通常授業
同時受付中！
講習会から通常授業入会の方は
入会金10,000円(税別)引き
※ただし1月17日までにお申し込み
いただいた場合に限らせていただきます。
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国1 国2 社1 英3 数3 数4 社2 英4 社4 英5 社5 理5

中3ハイレベル 本部1-1 数1 英1 英2 英3 理1 理2 理3 社3 理4 数5 国3 国4
国1 国2 社1 数2 数3 数4 社2 英4 社4 英5 社5 理5

中3スタンダード_A 本部3-2 国1 国2 社1 英3 数3 数4 社2 英4 社4 英5 社5 理5
数1 英1 英2 数2 理1 理2 理3 社3 理4 数5 国3 国4

中3スタンダード_B 本部1-2 国1 国2 社1 数2 数3 数4 社2 英4 社4 英5 社5 理5
数1 英1 英2 英3 理1 理2 理3 社3 理4 数5 国3 国4

[集中講座]経済_A 本部1-1
[集中講座]経済_B 本部1-1

※「欠席分解答解説」や各種「テスト」は、授業の会場・時間帯とは異なります。
　詳しくは後日配布される『個人別時間割』や『テストのお知らせ』をご確認下さい。

クラス 費用 全県ﾃｽﾄ費 授業日数 指導科目 内容

※費用には教材費も含まれています。税込価格です。（在籍生，一般申込とも同額となります。）　

☆冬期講習会　費用・カリキュラム（中3）

中3ﾄｯﾌﾟ 37,000円 4,000円
全13日間

90分授業×24時限
＋青森県全県テスト

英語 (×5)
数学 (×5)
理科 (×5)
社会 (×5)
国語 (×4)

トップクラスは弘前高校トップレベルの合格を目指す
ハイレベルクラスは弘前高校合格を目指す
スタンダードクラスは市内進学校（弘高・中央・南）合格を目指す

◎冬休みまでの復習から入試レベル問題の演習・解説まで

◎青森県全県テストによる現時点での志望高合格可能性の判定

中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 37,000円 4,000円
中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞA 37,000円 4,000円
中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞB 36,000円 4,000円

※中3対象 青森県全県テスト受験料は講習会費用には含まれておりません。

クラス 費用 授業日数 内容

［集中講座］経済

☆冬期講習会　費用・カリキュラム（中3）

4,500円 全1日間
90分授業×3時限

県立高校入試でも特に出題頻度の高い
「市場経済」「金融」「財政」

を短期集中で学習します。
※費用には教材費も含まれています。税込価格です。
　（在籍生，一般申込とも同額となります。）　
［集中講座］経済　　授業内容

生産と流通、消費
商品の生産、流通、消費について学びます。
市場経済と価格、金融
価格決定のしくみと管理通貨制度について学びます。
財政と社会保障
財政収支と税、社会保障のしくみについて学びます。

第1講

第2講

第3講



令和 3 年度(2021~2022)　弘前トップゼミナール 冬期講習会 実施要項　　中 3　一般生版
《冬期講習会のお申し込み〜受講の流れ》

★ 講習会および青森県全県テストは、科目の選択はできません。
★ 講習会は必ず予習をして授業に出席していただきます。
★ 講習会中、やむを得ず欠席される場合、【代替受講】で「別時間帯に実施され
る別クラスで該当の授業を受講」していただくか、【解答解説日】に「解答配付お
よび質問受付」のいずれか
をお選びいただけます。
　詳細はテキストと一緒に
配布する時間割をご確認く
ださい。
★ クラス定員になり次第、
お申し込みをお断りする場
合もございます。
　予めご了承下さい。
※ Fax でのお申し込みに
は、同封の用紙をご利用下
さい。 
★ ご不明な点などございましたら事務局までお電話、FAX、またはメールにてお問
い合わせ下さい。

❶ お申し込み
お電話・ FAX・メールにて承ります。 メールにて費用額・

振込口座をお知らせ
❷ 費用のお振込
指定口座へお振り込み下さい。

❸ テキスト等の受取
本部事務局にてお渡しいたします。

❺ 予習
受講前に予習をして下さい。予習の仕方については
テキストに添付のプリントを参照して下さい。

❻ 受講
予習でわからなかったところ、間違えたところに集中して
授業を受けましょう。疑問点は遠慮なく質問して下さい。

❼ 復習
「わかる」と「できる」は別物です。そして人間は忘れる
生き物です。短時間でも必ずその日のうちに復習して
『身につけて』下さい。

❹ 第４回 青森県 全県テスト
まずテスト・自己採点で今の自分を知る。
自分の弱点を自覚した上で講習会に臨みましょう。

そして志望校合格へ！

講習会後は入試必勝ｾﾞﾐ＋受験対策ｺｰｽでさらに強化！

振込確認お知らせ
来塾のご案内

お申し込み・お問い合せはお電話,ファックス,メールにて承ります。
弘前トップゼミナール　本部事務局　弘前市三岳町 5-2
TEL  0172-37-1413
FAX  0172-37-1417
e-Mail top@jomon.ne.jp
www.hirosakitop.com

中 3 生 対象
「第 4 回 青森県全県テスト」12/19㈰実施！

年内最後の全県テスト！
主催事務局／㈲くどう教材社 全県事務局、㈱ふじや 全県事務局

編集／㈱正心社テスト制作室
・青森県立高入試と同一形式の模擬テスト
・参加塾数＆受験者数 県内No.1
・現段階での合格可能生を判定
・テストのみの参加も可

※冬期講習会の一環として実施いたします。


