2022.05.11
弘大附属中入試を考えている方へ
進学後、成績上位層を目指す附属小在籍者の方へ

弘前トップゼミナールの、附属中受験のための特別講座

小 6「土日附中入試コース」のお知らせ
＜小６附中入試コースの特長＞

＜申込方法＞

●問題演習による附属中受験に必要な解法テク
ニックの習得や実戦力を養成。
●ふだんの通常授業に通っていない方も受講可
能。（ただし、通常授業で扱う基本を分かっ
ている前提での授業内容になります。）
（※基礎から応用まで、より詳細な内容を学習
したい方は「通常授業」も併用していただく
と効果的です。）
●４教科セット受講。
（単科での受講はできません）

1

●1 日 2 科目ずつ授業。
（1 科目 60 分、休憩 15 分）
●第 1 回授業にて教材を配布します。
(第 2 回以降は要予習となります。)
●欠席した場合は解答配付。
(欠席分の振替授業はありません。)
後日に質問も受け付けます。
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授業を通してのお申込
裏面の申込用紙に記入し切り取り、授業時に
お渡しください。
メールでのお申込
件名は「小 6 土日附中入試コース申込」、
記入した申込用紙の画像を添付、もしくは
本文に申込用紙を参照して必要事項を記述
して送信して下さい。

3

メールアドレス top@jomon.ne.jp
電話でのお申込
下記の受付時間内にお電話ください。

TEL 0172-37-1413(受付時間 13:00~22:00)
※定員超過等の理由により、期日前でも締切とさせて
いただく場合があります。
できるだけ早めにお申し込みください。
※お申し込みいただいた時点より、特にお申し出の無
いかぎり、第５期までの受講予約と見なします。
次期以降について、改めてお申し込みいただく必
要はございません。

令和4年度(2022年度)

小6土日附中入試コース
第1回
6/25(土) 26(日)
第2回
7/2(土) 3(日)
第3回
7/9(土)10(日)
第2回附中入試公開テスト
7/16(土)
夏期講習会(7月下旬~8月上旬)
第3回附中入試公開テスト
8/7(日)
第4回
8/27(土) 28(日)
第2期 第5回
9/3(土) 4(日)
第6回
9/10(土) 11(日)
第4回附中入試公開テスト 9/23(金祝)
第7回
10/1(土) 2(日)
第3期 第8回
10/8(土) 9(日)
第9回
10/15(土) 16(日)
第5回附中入試公開テスト 10/23(日)
第10回
10/29(土) 30(日)
第4期 第11回
11/5(土) 6(日)
第12回
11/19(土) 20(日)
第6回附中入試公開テスト 11/23(水祝)
第13回
11/26(土) 27(日)
第5期 第14回
12/3(土) 4(日)
第15回
12/10(土) 11(日)
令和5年度 弘大附中入試 12/17(土)
第1期

小6土日 附中入試コース
本部1-1
Aクラス
土曜日 日曜日
15:15~16:15 算数
理科
16:30~17:30 社会
国語
本部1-2
土曜日 日曜日
15:15~16:15 社会
国語
16:30~17:30 算数
理科
Bクラス

※A・Bクラスとも同時間帯の授業
になります。

※ 費用については裏面をご覧下さい。
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令和 4 年度(2022 年度)

小 6 土日附中入試ｺｰｽ申込用紙
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生徒ID：

氏名

ﾄｯﾌﾟｾﾞﾐﾅｰﾙ使用欄

性別： 男・女
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小6「土日附中入試ｺｰｽ」
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◉生徒IDをお持ちの方は、ご記入いただくのは以上となります。
◉生徒IDをお持ちでない方は、お手数ですが以下の欄もご記入下さい。
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弘前大学教育学部附属中学校の入試は 12 月 17 日(土)に実施されます。
ですから、「冬休みにまとめて受験勉強」ということはできません。受験生は小 6 の学習を進め
ながら、受験勉強を行っていかなければならないのです。
そこで、弘前トップゼミナールでは土曜・日曜を利用して受験対策を行う「土日附中入試コース」
を実施します。
「土日附中入試コース」では、解答テクニックを中心に入試必須内容の復習と実戦演習を行います。
また「附中入試公開テスト」により、入試のリハーサルを繰り返し行い、入試レベルのテストへの
「慣れ」を養います。
※基礎から応用まで、より詳細な内容を学習したい方は、「通常授業」も併用していただくと効果的です。

費用について
(銀行引落) 定価(各期毎)
第 1 期(第 1~3 回)

6 月末

教材費(※1)

¥15,000(税別)

通常授業受講生価格(※2)
¥7,500(税別)

¥4,000(税別)
第 2 期(第 4~6 回)

8 月末

¥15,000(税別)

¥7,500(税別)

第 3 期(第 7~9 回)

9 月末

¥15,000(税別)

¥7,500(税別)

第 4 期(第 10~12 回)

10 月末

¥15,000(税別) ¥6,000(税別)

¥7,500(税別)

第 5 期(第 13~15 回)

11 月末

¥15,000(税別)

¥7,500(税別)

(※1)「NEW ｅﾄﾞﾘﾙ」ｱｶｳﾝﾄ使用料を含みます。／ 半期(6 か月)分ごとの納入になります。
(※2)通常授業を受講されている「通常授業受講生」の方は、定価の半額になります。
また、 通常授業において「教材費」をご納入されている方は「教材費」を追加で頂くことはありません。
「土日附中入試ｺｰｽ」のみ受講される方は「ゼミ生」となります。上記費用の他に「事務処理費」
(年額 1,200 円(税別)月割可)を一括納入していただきます。入会金，冷暖房費等は不要です。
(後日、通常授業の受講も希望される場合には、冷暖房費の追加納入が発生します。)

