中学スタートダッシュ
小５・６生対象
プログラム

（中学受験をせず、難関高校受験・
内部進学をめざす小 5・6 生）

高校受験コース

難関高校受験・内部進学をめざす小 5・6 生のための、12 月からの中学準備プログラム
【小６対象】 2017 年 12 月の中学スタートダッシュプログラム
算国テスト
ここからスタート！
学力チェック！

冬期講習や通常授業を
お考えの方へ！

小６算国
到達度テスト

小６冬期
トライアルレクチャー
算数

受験無料

小 6 生対象通常授業！

算数・国語

算数

小 6 生対象冬期講習！

小６冬期
ファイナルチェック
算数・国語ゼミ

2018 年 1～3 月

算数・国語

4 月開講！
小 6 生へ進級！

小６高校受験プレ

小５高校受験
プレコース

小５算数・国語
冬期集中ゼミ

受験無料

2018 年 4 月

小 5 生対象通常授業！

小 5 生対象冬期講習！

小５算国到達度テスト

駿台中学部
高校受験コース
（中 1）

新中 1
中学準備講座
＋
1 日無料体験授業

【小５対象】 2017 年 12 月の中学スタートダッシュプログラム

ここからスタート！学力チェック！

3 月開講！
難関高校合格へ！

小６高校受験
プレコース

受講無料

算国テスト

2018 年 3 月

2018 年 1・2 月

公立中学進学
コース

プラス

小５・６生徒対象 学力診断テスト
受験無料

保護者様対象 教育講演会

事前申込制

事前申込制

参加無料

●学力到達度判定表による学力判定 ●答案返却面談による学習相談
【小５・６算国到達度テスト】

算数・国語 各 40 分
算数・国語の単元で、小学生の内におさえるべき必須事項の理解をチェッ
クするテストです。答案返却とともに現時点での弱点がはっきりとわかる
「学力到達度判定表」をお渡しします。
（★印の校舎は小 5・6 生対象。その他の校舎は小 6 生のみ対象）

【スタートダッシュ！中学への学習法】テストと同時開催
中学校から始まる英語・数学について、教科の特性やスタートダッシュ
のポイント、差のつく学習スタイルなどについて講演します。
（小 6 生保護者様対象。★印の校舎は小 5 生保護者様のご参加も承ります）

お茶の水校

池袋校

渋谷校

西葛西校★

自由が丘校

吉祥寺校

船橋校★

津田沼校★

海浜幕張校★

12/2（土）

12/3（日）

12/10（日）

12/17（日）

12/10（日）

12/10（日）

12/3（日）

12/3（日）

12/10（日）

14:00-15:30

11:00-12:30

14:30-16:00

13:00-14:30

11:00-12:30

11:00-12:30

11:00-12:30

11:00-12:30

11:00-12:30

資料請求、お申込み、お問い合わせ等はお電話・WEB・FAX・校舎窓口まで
●裏面に申込書がございます●

駿台中学部
【高校受験コース設置校舎】

0120-59-2612
FAX 03-5259-3764

その他スタートダッシュイベントは裏面に！

駿台中学部

検索

http://www.sundai-net.jp

受付時間：月～土
13:30～20:30

●お茶の水校(高校受験コース) ●池袋校 ●渋谷校 ●西葛西校 ●自由が丘校 ●吉祥寺校 ●船橋校 ●津田沼校 ●海浜幕張校

以下のラインナップより、学年・実施校舎・日程をご確認の上、お申込みください。
時間数

小６冬期トライアルレクチャー算数

【50 分×2 コマ】
授業料無料・事前申込制

冬期講習に向けて、小 6 生対象の無料体験授業を実施します。
講習受講や通常授業へのご入学をご検討中の方は是非ご利用ください！

＜学習単元＞ ●割合と比

【実施校舎・日程】
校舎

お茶の水校

西葛西校

吉祥寺校

船橋校

津田沼校

海浜幕張校

日程

12/9(土)

12/23（祝土）

12/17(日)

12/10(日)

12/17(日)

12/16(土)

時間

14：30-16：20

14：00-15：50

13：30-15：20

14：00-15：50

10：30-12：20

16：00-17：50

小 6 生対象冬期講座

時間数【50 分×2 コマ×4 日間
（算数 2 日・国語 2 日）】
授業料（算数・国語セットの授業料）
将来の高校受験・大学受験で成功するためには、中学校の早期に学習上の
アドバンテージをとることが重要です。
「中学受験をしない小 6 生」の皆さんは、 一般生 16,080 円/税抜（17,366 円/税込）
この時期に学力の基盤をつくるためにスタートすることが大事であると言えます。校内生 15,410 円/税抜（16,643 円/税込）

小６ファイナルチェック算数・国語ゼミ
中学進学にむけて学力アップにはげむ小 6 生を駿台は応援します！

＜算数学習単元＞

＜国語学習単元＞

【実施校舎・日程】

●速さ

●物語文 ●論説文

※算数のみ、国語のみの受講も可能です。詳細は実施校舎までお問合せください

●平面図形

●漢字・語句・言葉のきまり

校舎

お茶の水校

池袋校

西葛西校

自由が丘校

吉祥寺校

船橋校

津田沼校

海浜幕張校

算数

12/24(日)・26(火)
14：40～16：30

1/6(土)・7(日)
12：30～14：20

1/4(木)・5(金)
14：40～16：30

1/4(木)・5(金)
9：40～11：30

12/29(金)・30(土)
12：30～14：20

1/6(土)・7(日)
14：40～16：30

1/4(木)・5(金)
12：30～14：20

12/29(金)・30(土)
14：40～16：30

国語

1/4(木)・5(金)
14：40～16：30

1/6(土)・7(日)
14：40～16：30

1/6(土)・7(日)
14：40～16：30

1/6(土)・7(日)
9：40～11：30

12/27(水)・28(木)
12：30～14：20

12/27(水)・28(木)
14：40～16：30

12/27(水)・28(木)
9：40～11：30

12/25(月)・26(火)
12：30～14：20

小 5 生対象冬期講座

時間数【50 分×2 コマ×4 日間
（算数 2 日・国語 2 日）】
授業料（算数・国語セットの授業料）
一般生 16,080 円/税抜(17,366 円/税込)
校内生 15,410 円/税抜(16,643 円/税込)

小５算数・国語 冬期集中ゼミ
近年の高校入試の問題に対応するには、公式の意味を理解し、未知の問題に
活かす「思考力」や、与えられた文章を「分析する力」
、自分の考えを「表現
する力」が大切となります。小学 5 年生の冬から駿台での学習を行い、それ
らの力を土台から養っていきましょう。

＜算数学習単元＞

＜国語学習単元＞

【実施校舎・日程】

●体積 ●平均・単位量あたり

●物語文 ●説明文

※算数のみ、国語のみの受講も可能です。詳細は実施校舎までお問合せください

●三角形・四角形の角・面積

●ことばのきまり ●漢字・語句

校舎

西葛西校

船橋校

津田沼校

海浜幕張校

校舎

西葛西校

船橋校

津田沼校

海浜幕張校

算数

1/4(木)・5(金)
12：30～14：20

12/27(水)・28(木)
9：40～11：30

12/29(金)・30(土)
12：30～14：20

12/29(金)・30(土)
12：30～14：20

国語

1/6(土)・7(日)
12：30～14：20

1/4(木)・5(金)
9：40～11：30

12/27(水)・28(木)
12：30～14：20

12/25(月)・26(火)
9：40～11：30

☆お申し込みの方は、下記申込書にご記入いただき、お電話・ＦＡＸ、または校舎へご持参ください。
授業料はお振込み、または校舎窓口で発行するコンビニ払込票にて受け付けております。
●お茶の水校(高校受験コース)
●池袋校
●渋谷校
●西葛西校
●自由が丘校

☎（03）5259-3131
☎（03）5992-3611
☎ （03） 6452-5056
☎ （03） 6808-3490
☎（03）5701-7321

FAX（03）5259-3062
FAX（03）5992-9789
FAX（03）3464-1106
FAX（03）5658-1020
FAX（03）5701-7323

●吉祥寺校
●船橋校
●津田沼校
●海浜幕張校

【中学スタートダッシュプログラム各種申込書（高校受験コース）】
在学校

立

小学校

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
生徒氏名

（漢字）

住

／

女

FAX（0422）40-6441
FAX（047）432-3521
FAX（047）471-9151
FAX（043）276-3361

（このままＦＡＸをお送りいただけます）

現在の学年

小学

年生

進学予定校

立

中学校

生年月日

男

〒

☎（0422）40-6191
☎（047）401-8506
☎（047）474-5535
☎ （043） 306-8716

電話番号

西暦

―

年

月

日

―

-

所
受講校舎

□算国到達度テスト（無料）
ご希望 の講
校
座に チェ ック 受験校舎
をお 付け くだ □スタートダッシュ中学への学習法(無料)
さい。

□ 小6冬期トライアルレクチャー

受講料:無料

校

□

小6ファイナルチェック算数・国語ゼミ

一般生:17,366円/税込 校内生:16,643円/税込

校

□

小5算数・国語 冬期集中ゼミ

一般生:17,366円/税込 校内生:16,643円/税込

校

校舎
校
参加
名
■ご記入いただいた個人情報は、駿台グループによる事務的連絡や、各種案内書を送付させていただく以外、他の目的で利用または第三者に譲渡することはありません。

