千里中央校・豊中緑丘校・阪急豊中校・豊中夕日丘校・山田校

＜英検合格対策短期講座受講にあたってのお知らせ＞

英検合格対策短期講座
２０２１年度Ⅲ期[1/23(日)実施 第 3 回英検受験対策]

■各講座の受講定員は 12 名です。定員に達し次第受付を終了します。予めご了承ください。
■開進館を通じて英検の本試験を受検される場合は、別途お申し込み・受験料が必要です。
【４級：2,900 円 ３級：4,800 円 準２級：5,800 円 ２級：6,500 円 (いずれも税込)】
※受験会場は、開進館千里中央校、または進学館千里中央校となります。

小４～高３推奨 4 級～２級対策

■受講費および教材費は一括納入となります。
[校内生] 12 月学費と合算の上、登録口座よりお振替させていただきます。
（口座登録がお済みでない場合は、12 月学費等とあわせてお振込いただきます。）
[校外生] 受講講座確定後、お振込をいただきます。
※受講費・教材費納入後は、いかなる理由であっても返金致しかねます。予めご了承ください。

■受講日程および時間帯の変更、また受講途中での受講校舎の変更はできません。
■授業をご欠席された場合、振替授業等での対応はできません。
■2021 年 11 月期段階で、以下のいずれかの部門に在籍されている方を「校内生」とします。
【 開進館/研伸館 HS ・個別館・進学館・研伸館高校生課程・研伸館中学生課程・研伸館プライベートスクール】

11/20(土) 締切
■開講校舎

阪急豊中校

11/26(金) 開始

千里中央校

講座要項・学費詳細は中面をご確認ください

TEL 06-6849-2588
FAX 06-6849-2622

TEL 06-6833-0555
FAX 06-6833-1236

豊中緑丘校

豊中夕日丘校

TEL 06-6850-0070
FAX 06-6842-2377

TEL 06-6842-3200
FAX 06-6841-9000

山田校
TEL 06-6833-7800
FAX 06-6833-7810

将来の高校入試・大学入試に向けて
に挑戦しよう！
！
英検受験に挑む

英語学習に対するモチベーションを高める！
現在の英語４技能の習熟度を把握する！

将来の高校入試・大学入試に備える！

■講座要項

【豊中緑丘校】

受験級

推奨学年

指導時間

千里
中央

豊中
緑丘

阪急 豊中
山田
豊中 夕日丘

４級

小５～中３

80 分×8 回

○

○

○

○

３級

小６～高１

80 分×8 回

○

○

○

○

★

校内生受講料 校外生受講料

教材費

[税込]

[税込]

[税込]

○

13,728 円

34,320 円

3,960 円

○

13,728 円

34,320 円

3,960 円

受験級
４級

３級
準２級
２級

中２～高３

100 分×8 回

中３～高３

100 分×8 回

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

17,160 円
17,160 円

42,900 円
42,900 円

4,290 円
4,675 円

★2021 年 11 月期段階で、開進館/研伸館 HS・個別館・進学館・研伸館高校生課程・研伸館中学生課程・研伸館プライベートスクールのいずれかの部門・
校舎に在籍されている方を「校内生」とします。英検対策講座受講申込書に在籍部門・校舎をご記入ください。
★上記受講料には、英検本試験受験料は含まれておりません。本試験は別途お申し込みが必要です。開進館を通じて英検本試験受験をお申し込みの場合、
別途受験料をお支払いいただきます。

■使用教材
使用教材

４級
３級

DAILY2 週間 英検３級 集中ゼミ 新試験対応版 [旺文社] ・ でる順パス単英検３級 4 訂版 [旺文社]
2021-2022 年対応 直前対策 英検３級３回過去問集 [旺文社]

４級

DAILY20 日間 英検準２級 集中ゼミ 新試験対応版 [旺文社] ・ でる順パス単英検準２級 4 訂版[旺文社]
2021-2022 年対応 直前対策 英検準２級３回過去問集 [旺文社]
DAILY20 日間 英検２級 集中ゼミ 新試験対応版 [旺文社] ・ でる順パス単英検２級 4 訂版[旺文社]
2021-2022 年対応 直前対策 英検２級３回過去問集 [旺文社]

■受講試験実施要項
実施目的

実施日時

準２級

２級

※下記受講試験日時でご都合が悪い場合はご相談ください。

お子様の現段階での英語力を確認し、適切な受験級をご提案させていただくために実施します。
英検講座受講希望の方には、既取得級に関わらず、原則全員に受験していただきます。
10/23(土)・10/30(土)・11/6(土)・11/13(土)・11/20(土)

受験級

時間

14：00～14：30 ・ 17：00～17：30 ・ 20：00～20：30
※阪急豊中校のみ 18：20～18：50 ・ 20：30～21：00 ・ 21：15～21：45

４級

受講試験料

校内生：無料

校外生：1,000 円 (税込)

※

英語 (30 分間)

結果報告

受験後１週間以内にお電話にてお伝えします。受験適正級をお伝えし、受講講座を決定します。

３級

※アップ永久会員、またはその兄弟姉妹の方は、受講試験料を「無料」で受験いただけます。

■受講申込方法
「英検対策講座受講申込書」に必要事項をご記入の上、現在お通いの各校舎もしくは受講希望の開進館各校までご提出くだ
さい。校外生の方は、その際受講試験料をいただきます。
締切：11/20(土)

■指導日時
【千里中央校】
受験級

指導日程

[冬期講習期]12/27(月)・1/5(水)・1/8(土)
[平常期]
12/1(水)・12/8(水)12/15(水)・12/22(水)・1/12(水)・1/19(水)
[冬期講習期]1/6(木)・1/8(土)

２級

準２級

２級

[平常期] 11/26(金)・12/3(金)・12/10(金)・12/17(金)・1/14(金)

準２級

18:40～20:00

[冬期講習期] 12/27 (月)・1/4(火)・1/8(土)

18:25～19:45

[平常期] 11/29(月)・12/6(月)・12/13(月)・12/20(月)・1/17(月)

20:05～21:45

[冬期講習期] 12/27 (月)・1/4(火)・1/8(土)
[平常期]
12/2(木)・12/9(木)・12/16(木)・12/23(木)・1/13(木)・1/20(木)
[冬期講習期] 12/24(金)・1/6(木)

19:50～21:30
20:05～21:45
19:50～21:30

[平常期]
12/1(水)・12/8(水)12/15(水)・12/22(水)・1/12(水)・1/19(水)
[冬期講習期] 1/6(木)・1/8(土)

指導日程

指導時間

[平 常 期] 11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)

15:45～17:05

[冬期講習期] 12/25(土)・1/5(水)・1/8(土)

18:40～20:00

指導時間
19:00～20:20
18:30～19:50
1/8 のみ 15:05～16:25
20:25～21:45

受験級
４級
３級

18:40～20:20

準２級

18:10～19:50
18:40～20:20

[冬期講習期] 12/27(月)・1/5(水)・1/8(土)

20:00～21:40

[冬期講習期] 12/25(土)・1/5(水)・1/8(土)

20:05～21:45

指導日程
[平 常 期]
11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)・1/22(土)
[冬期講習期] 12/25(土)・1/8(土)
[平 常 期]
11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)・1/22(土)
[冬期講習期] 12/25(土)・1/8(土)
[平 常 期]
11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)・1/22(土)
[冬期講習期] 12/25(土)・1/8(土)
[平常期]
12/2(木)・12/9(木)・12/16(木)・12/23(木)・1/13(木)・20(木)
[冬期講習期] 12/24(金)・1/7(金)

指導時間
16:40～18:00
16:40～18:00
18:30～19:50
18:30～19:50
20:00～21:40
20:00～21:40
20:00～21:40
20:00～21:40

【山田校】

20:25～21:45
1/8 のみ 16:35～17:55

[平常期] 11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)

18:40～20:00
14:05～15:25
[冬期講習期] 12/25(土)・12/28(火)・1/5 (水)
12/25 のみ 18:40～20:00
[平 常 期]11/29（月）・12/6（月）・12/13（月）・12/20（月）・1/17（月）
20:05～21:45
15:30～17:10
[冬期講習期] 12/25(土)・12/28(火)・1/5 (水)
12/25 のみ 16:55～18:35
[平 常 期] 11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)
17:10～18:50

【豊中夕日丘校】

日程

実施科目

３級

[平常期] 11/29(月)・12/6(月)・12/13(月)・12/20(月)・1/17(月)

18:25～19:45

[平 常 期]11/29（月）・12/6（月）・12/13（月）・12/20（月）・1/17（月）
３級

★すでにお持ちの教材がございましたら、ご請求金額から差し引きますので、英検対策講座受講申込書チェック欄にチェックを入れてください。
★今回の講座では、「でる順パス単 ３級・準２級・２級」は４訂版(旧版)を使用します。ご注意ください。

４級

18:40～20:00

受験級

DAILY2 週間 英検４級 集中ゼミ 四訂版 [旺文社] ・ 英検４級 絵で覚える単熟語 三訂版 [旺文社]
2021-2022 年対応 直前対策 英検４級３回過去問集 [旺文社]

２級

２級

指導時間

【阪急豊中校】

受験級

準２級

準２級

指導日程
[平常期]
12/2(木)・12/9(木)・12/16(木)・12/23(木)・1/13(木)・1/20(木)
[冬期講習期] 12/24(金)・1/6(木)

２級

指導日程

指導時間

[平 常 期] 11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)

16:30～17:50

[冬期講習期] 12/25(土)・12/28(火)・1/8(土)

15:45～17:05

[平 常 期] 11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)

18:30～19:50

[冬期講習期] 12/25(土)・12/28(火)・1/8(土)

18:05～19:25

[平 常 期] 11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)

20:05～21:45

[冬期講習期] 12/25(土)・12/28(火)・1/8(土)

19:45～21:25

[平 常 期] 11/27(土)・12/4(土)・12/11(土)・12/18(土)・1/15(土)

16:50～18:30

[冬期講習期] 12/24(金)・12/27(月)・1/8(土)

19:45～21:25

