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烏丸御池校 充実の学習環境を提供します

準備講座を
受講する

最終日（２日目）に実施され
るマスターテストにより入学
を認定します。

1日無料体験
授業を受ける

駿台の授業を体験し、マスタ
ーテストで学力状況を確認
できます。

中学受験模試の
成績で認定を受ける
小学６年、９月以降の中学
受験模試の成績表をお持ち
ください。

スタートアップテスト
（入学テスト）を
受験する

毎週土曜日14：00～実施し
ております。本テストの結果
により認定します。

教室
各教室とも約20名前後で、実力講
師によるわかりやすい授業が展開さ
れます。

自習室
ひとりひとり間仕切りがされ蛍光灯が
ついています。能率アップ間違いな
し。通学曜日以外も利用できます。

個別指導ブース
苦手科目は個別指導を併用して成績
アップ！

フロンティアホール
ほっと一息つくスペース。授業前後に
軽食を食べたり、飲み物を飲んだりで
きます。

年間を通して、様々なイベントを実施しています
京都公立トップ校　　　　　
入試対策説明会3月新中１入学　　　　　　　　

オリエンテーション3月

入学に際し、各教科の学習指針や校舎
での注意事項等についてお伝えします。

11月 堀川高校入試直前激励会
　　　　　　  （堀川高校にて）

中3受験生に向けて、校長先生をはじめとする堀川
高校の各先生方より、入試直前の激励をいただきま
す。合格後には通うこととなる堀川高校での実施の
ため、モチベーションがアップし、今後の学習への取
り組みが変わります。

ＯＢ・ＯＧトークライブ

保護者会や各種説明会のプログラム内
で実施します。過去の合格者がどのよう
に受験対策をしたかがわかり毎年大好評
です。

荒瀬克己先生特別講演会

「堀川の奇跡」と呼ばれた高校改革を成
功させた元堀川高校校長 荒瀬 克己先生。
保護者の皆様に中学生活の学習の大切
さなどを語っていただきました。

4つの入学方法

3月入学していただくと

2/28（火）まで
にご入学の
お手続きを
していただくと

2/20（月）まで
にご入学の
お手続きを
していただくと

2科：18,360円（税込）
3科：23,760円（税込）
5科：28,620円（税込）

2科： 9,180円（税込）
3科：11,880円（税込）
5科：14,310円（税込）

3月
授業料 半額免除さらに

早期入学
手続で

＋全額免除
（0円）

入学金21,600円（税込）

2科：18,360円（税込）
3科：23,760円（税込）
5科：28,620円（税込）

2科：14,688円（税込）
3科：19,008円（税込）
5科：22,896円（税込）

3月
授業料 20％免除

新中1
早期入学
特典

京都難関高校教育講演会7月

京都の公立トップ校や難関私学の先生をお招き
し、学校の理念や校風、入試について語って
いただきます。志望校選びの機会にもなります。

入試情報、入試問題の傾向や対策につ
いてお伝えします。

入学方法と早期入学特典のご案内
難関国私立・公立TOP校へ　第一志望合格をめざして

開講！
63 ●月通常授業
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高校受験【烏丸御池校】4

本校では、「個人情報保護法」および関連法規に基づき、個人情報を細心
の注意を払って取り扱っております。下記の「個人情報の取り扱いについ
て」をご確認いただき、同意の上で申込書をご提出ください。
－ 個人情報の取り扱いについて －
本校では個人情報保護の観点から、ご提供いただきました個人情報は下記の利
用目的のみに使用し、細心の注意をはらって管理いたします。また、お預かり
した個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。この場合において
も委託契約書を交わし適切な管理をいたします。ご本人の同意なく第三者に提
供することはありません。
（利用目的）　①授業運営（クラス編成・教材発送等）　②進路指導　③各種事
務連絡　④成績管理・分析及び各種統計資料作成　⑤入試結果調査　⑥駿台予
備学校及び関連教育機関の各種ご案内　⑦個人情報の共同利用（関連教育機関）
⑧駿台修了後の事務連絡各種ご案内
⑦については関連教育機関で秘密保持契約書を交わしています。
（個人情報管理者）駿台中学部関西本部内　顧客情報管理担当
〒542-0012 大阪市中央区谷町9-1-18 アクセス谷町ビル2F
（お問い合わせ先）各校舎情報管理者

2017　新中１申込書（１日無料体験授業／中学準備講座） 年　　月　　日申込

カナ氏名
性　別 男　　／　　女

生年月日 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日生

氏　名 中学校名 　　　　　　立　　　　　　　　中学校 進学予定

現住所
保護者名

緊急連絡先

緊急時連絡がとれる電話番号（携帯など記載ください）

電話番号 （　　　　　）　　　　　

１日無料体験授業
科　目 日付・曜日 科　目 日付・曜日

英語Ⅰ（英和辞典）      月     　   日　〔　　　〕曜日 数学Ⅰ（整数）  月　       日　〔　　　〕曜日

英語Ⅱ(be動詞)      月      　  日　〔　　　〕曜日 数学Ⅱ(数学世界)  月   　     日　〔　　　〕曜日

国語      月      　  日　〔　　　〕曜日     

中学準備講座
科　目 期間（該当するものに○） 授業料（税込）

英　語 A 期 間 　 　 ・ 　 　 B 期 間
4,320円（各教科2,160円）

数  学 A 期 間 　 　 ・ 　 　 B 期 間

参加無料 事前申込制校舎窓口 電　話 FAX ホームページお申込み方法

申込上の注意
●各講座とも先着順に受付を行い、定員に達し次第締切となりますので、お早目にお申し込みください。また、受講者が規定の人数に満たない時は、講座を実施しない場合がございます。あらかじめご了承ください。
●お客様都合によるキャンセルにつきましては1,080円（税込）の事務手数料が発生いたします。なお、返金につきましては、お客様の口座のお振込みとなりますのでご了承ください。
●お申し込み講座が開講してからのキャンセルはできません。また、欠席したことによるご返金はございません。併せてご了承ください。

■ 新中１ 体験授業  準備講座  申込方法

※ ＦＡＸの方は、下記の申込書に必要事項をご記入の
うえ送信してください。お電話の方には学校名・生
年月日・生徒氏名・住所・電話番号および受講希望
講座をお伺いします。インターネットの方は弊社
ホームページお申し込みフォームに必要事項を入
力し、送信してください。
※授業料、手続き方法、手続期間をお知らせしますの
　で、期限までに授業料をお振込みください。お振込
　みが完了できない場合または取り消す場合には必
　ず申込校舎にお電話ください。連絡なく手続期限を
　過ぎた場合にはお申し込みをキャンセルさせてい
　ただく場合があります。

送付内容  
★授業料等のお知らせ
★受講生の心得
★アルファベット・ローマ字練習帳
※ 準備講座の教材については、
各校舎の窓口にてお受け取
りください。宅配希望の際
は、送料500円（税込）をい
ただきます。（体験授業の教
材は授業当日の交付となり
ます）

振 込 先  三菱東京UFJ銀行　神保町支店　（普）0812816
※最寄りの銀行よりATM（現金自動預払機）にてお振込みください。
※振込手数料はお振込人負担になります。
※振込み控えは大切に保管してください。

●1 口座名義が表示されない場合は「スンダイキョウイクセンター（カ」と入力をお願いします。
●2   ご依頼人名入力の際、校舎コード（数字）、生徒氏名（カタカナ）、電話番号（数字）の順に
入力してください。
校舎コード  53…烏丸御池校

電話・ＦＡＸ・インターネットにて
受講講座をお申し出ください。

お振込み確認後、
発送いたします。

授業料を下記口座にお振込みいただくか、
校舎窓口で発行するコンビニ払込票にてお支払いください。

例）　53スンダイマナブ0751112222

スタートアップテスト（入学テスト） 対象 新中１ 日時 毎週土曜日14：00～ 内容 国語・算数各40分

先取り中学学習法＋入学説明会
高校受験を成功させるため、英語・数学については【科目の特性と差のつく学習スタイル】、【１学期につまずかない方法】
などについてお話しいたします。駿台テキストの例題に実際に触れて、中学からの学習内容や問題に対する考え方もお話し
します。あわせて、入学方法・準備講座についてご紹介いたします。
※同時間帯にお子様対象「算国到達度テスト」も実施します。あわせてお申し込みください。

〒　　　－

新中１～新中３生 生徒・保護者対象 会場：烏丸御池校

新中１生 生徒・保護者対象 会場：烏丸御池校

新中１～新中３生 生徒・保護者対象 会場：烏丸御池校 新中１～新中３生 生徒・保護者対象 会場：駿台中学部京都駅前校

入学説明会　パンフレットをもとに、駿台中学部のシステムをご紹介いたします。

京都公立トップ校入試対策説明会
堀川（探究学科群）、西京（エンタープライジング科）、嵯峨野（京
都こすもす科）をめざす方対象に、各校の入試状況や問題傾向
と対策、合格者の体験談などをお話しします。

荒瀬克己先生教育講演会 変わる大学入試で求められる力
「堀川の奇跡」と呼ばれる高校改革を成功させた荒瀬克己 先生（大谷大学
教授 元堀川高等学校校長）。新中１生をはじめとする中学生の皆様に、
中学時代の学習の大切さなどを語っていただきます。

実施時間帯 14：00～15：30 実施時間帯 14：00～16：00

17:30

教材配達をご希望の方は送料
500 円（税込）をいただきます
※合計欄に加算してください

教材送料（税込）チェック

¥
¥ 5 0 0

授業料（＋教材送料）
合計

221
14：00～15：30

日 日291
14：00～15：30

日52
14：00～15：30

日192
13：00～14：00

日53
13：00～14：00

日123
13：00～14：00

土・祝112
14：00～15：30

262
日

183
土

説明会・講演会のお知らせ
2017年度開講を迎えるにあたり、各種イベントを開催します！

イベント



［烏丸御池校玄関］ ［授業風景］

烏丸御池校は
●校舎は明るく綺麗で、広々とゆったりしています！
●集中して学習できます！
●地下鉄路線の中心地で京都各地区から志の高い生徒が集結！
●自習室・個別指導ルームも完備！
やる気になったときが始めるときです。

烏丸御池校で
第一志望合格をめざしましょう!!

新中1早期入学特典

新中1生案内
中学部

2017年度2017年度

▶http://www.sundai-net.jpホームページアドレス中学部 駿台中学部 検索

難関高校受験なら駿台！難関国私立・京都公立トップ校など
第一志望合格に導く！

烏丸
御池校

駿台の授業を体験し
てみよう！

1日無料体験授業

中学からの学習はこう
変わる！

中学準備講座

C O N T E N T S

中学準備講座のご案内……P.1

1日無料体験授業のご案内…P.2
高校受験コース
通常授業のご案内…………P.3

説明会・講演会のご案内
申込方法……………………P.4

合格実績……………………P.5

3月入学して
いただくと

2/28（火）まで
にご入学の
お手続きを
していただくと

2/20（月）まで
にご入学の
お手続きを
していただくと

2科：18,360円（税込）
3科：23,760円（税込）
5科：28,620円（税込）

2科： 9,180円（税込）
3科：11,880円（税込）
5科：14,310円（税込）

3月授業料  半額免除

3月授業料
2科：18,360円（税込）
3科：23,760円（税込）
5科：28,620円（税込）

2科：14,688円（税込）
3科：19,008円（税込）
5科：22,896円（税込）

20％免除

さらに
早期入学
手続で

＋全額免除
（0円）

入学金
21,600円（税込）

●地下鉄 烏丸御池駅より徒歩1分
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堀川高校（探究学科群）2007年～2016年度入試

烏丸御池校の

開校10年で 95名合格！
2016年度
入試実績

堀川（探究学科群）6名合格・嵯峨野（京都こすもす科）3名合格・西京（エンタープライジング科）2名合格・
洛南4名合格・その他・京都教育大附属・桃山・同志社系・立命館系など多数合格

堀川高校（探究学科群）2007年～2016年度入試

烏丸御池校の烏丸御池校の烏丸御池校の烏丸御池校の烏丸御池校の

圧倒的合格実績
★単独校舎としては屈指の合格実績★

合格者の声 （一部抜粋）

合格実績

TEL.075-254-3171  FAX.075-211-5751
〒604-0844 京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町191 上原ビル3F　※受付時間 13:30～20:30（日・祝はお問い合せください。）

●ご相談・お問い合わせはフリーダイヤル、または各校舎にお問い合わせください。●受付時間 月曜～土曜13:30～20:30

70120-70-2418
フ リ ー ダ イ ヤ ル ニ ュ ウ シ ト ッ パ

●京都駅前校：075-662-9901 ●上本町校：06-6767-0931 ●西宮北口校：0798-67-1537

中学部

大学受験コース設置校舎中学部

http://www.sundai-net.jp
 ホームページアドレス中学部

烏丸御池校高 校 受 験
専 門 校

駿台中学部 検索

2016年度 烏丸御池校  高校入試合格実績

堀川高校(探究学科群）

堀川高校(探究学科群）

西京高校（エンタープライジング科）

堀川高校(探究学科群）

嵯峨野高校(京都こすもす科)

西京高校（エンタープライジング科）

堀川高校(探究学科群）

嵯峨野高校(京都こすもす科)

洛南高校

江沼 芳乃香さん（立命館中学校）

藤原 早紀さん（京都市立下鴨中学校）

佐藤 理紗さん（京都市立上京中学校）

辻本 万惟さん（京都教育大附属京都中学校）

勝山 文賀さん（京都市立西京極中学校）

廣瀬 晋之介さん（京都市立京都御池中学校）

花川 拓生さん（京都教育大附属桃山中学校）

齊藤 英さん（京都市立上京中学校）

黒田 千皓さん（京都市立京都御池中学校）

思いは叶う!!ありがとう駿台!

ハイレベルな授業×支えてくれる人々=駿台

駿台に感謝!!

駿台が力をくれました

やってきたことを全部信じる！

たくさんの人に感謝

しっかりと何をすればいいか考える

駿台、ありがとう！

最後まであきらめない

1年間お世話になりました。私は夏まで欲ばって部活動も
していたので、夏以降本格的に受験勉強をはじめました。そ
れでもなんとか間に合わせられました。最後まで皆で励ま
しあいながら、あきらめなくてよかったです!!

駿台のおかげで3年間頑張れました。くじけそうな時も、
授業を受ければ気がひきしまり、先生の話を聞けば力がわ
いてきました。支えてくださった先生方、教務の方、友達、
そんなみんなに会えた駿台に感謝しています。

私は夏休みまで部活を優先してきたので、模試の結果に心
が折れそうになる時もありました。しかし、たくさんの先
生方に支えていただき最後まで諦めずに頑張れました。い
つもあたたかく応援してもらった駿台に感謝!!

通常授業、講習、駿台模試。自習室での勉強、宿題…。駿台
からもらったすべてが私の力になりました。うまくいかな
い時もあったけど、駿台の先生と仲間で励まし合って、合
格することができました。みんなに感謝です!!

1年生から駿台にお世話になりました。途中でくじけ、一
度は通塾をやめてしまったこともあります。でも先生方や
家族の支え、そして自らの努力があり合格できました。最
後まで自分の力を信じ、やりきれたと思います！

部活動と塾での勉強の両立や、駿台の友達との切磋琢磨が
今の自分を作ってくれました。また、駿台の先生方のサポー
トのおかげで第一志望校に合格することができました。支
えていただき本当にありがとうございました。

勉強は何をすればいいのか判らないまましても成長できな
いと思います。ちょっとずつでも集中して取り組むと大き
く成長できるはず。何をするべきかは駿台の先生に任せて
もOK。とにかく勉強は各個撃破でがんばりましょう！

今までなんとなくいろんなことに対して接してきた私が合
格できるはずがないと思っていました。でも駿台の授業や
模試を続けていくことで着実に学力がつき、自信もつける
ことができました。駿台には本当に感謝しています。

12月までの模試ではなかなか結果が出ず心が折れそうに
なることもありました。年明けにようやく模試の結果が出
せたことをきっかけに最後まであきらめずに合格まで走り
切ることができました。最後まであきらめるな！


