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ほんの一例です。ご相談ください。

A君 B君 Cさん D君

合格者の体験記合格者の体験記

085922-0833（代）■お申込みは 受付時間：平日13：30～18：00

「実りのある夏にしたい！」
私たちスタッフも同じ気持ち！
昨年も「入試問題」を徹底的に
分析した「分析会」を開き好評を
いただきました。私たちは科学
的な方法論を持っています。
東進ゼミは自信を持って夏期講
習会をご案内します。

「実りのある夏にしたい！」
私たちスタッフも同じ気持ち！
昨年も「入試問題」を徹底的に
分析した「分析会」を開き好評を
いただきました。私たちは科学
的な方法論を持っています。
東進ゼミは自信を持って夏期講
習会をご案内します。

栄光のゴールを
夢みて！！

おまたせしました。受付開始です。

全
26
日
間

夏休み…。
力を蓄える時期。
夏休み…。
力を蓄える時期。

と　　きと　　き

コース 日程・授業料 教 室・時間　 αは東福原校　βは安倍校　Σは博労町校です。　記号

中
学
1
年
生

中
学
2
年
生（
全
２３
日
）

中
学
3
年
生・受
験
ゼ
ミ（
全
２３
日
）

小
学
生

米東直結コース WIN

米東直結コース ＷＩＮ

米東直結コース ＷＩＮ

教科書準拠 マスターコース

教科書準拠 マスターコース

英検5級コース

小6小6

小5小5

小4小4

小3小3

小6小6
小5小5

小5小5

小6小6

61

JE

51

41

62

52

実力練成英・数

実力練成  国・理

2学期予習ゼミ英・数

国語復習ゼミ

社会復習ゼミ

理科復習ゼミ

前
期
復
習
後
期
予
習

11

12

13

22A
22B

23

24

25

後
期
予
習

前
期
復
習

後
期
予
習

前
期
復
習

社会合格ゼミ

理科合格ゼミ

国語合格ゼミ

復習ゼミ
東高への英・数コース（31A)
西高への英・数コース（31B)

予習ゼミ（数学）＋すらすら長文
読解＆リスニング講座（英語）
東高への英・数コース（32A)
西高への英・数コース（32B)

中期
1科目　12,000円

32B
32A

31B
31A

33

34

35

21A
21B

予習ゼミ（数学）＋すらすら長文
読解＆リスニング講座（英語）

復習ゼミ
東高への英・数コース（21A)
西高への英・数コース（21B)

東高への英・数コース（22A)
西高への英・数コース（22B)

7/29、30、8/1、2
（国・理セット） 12,000円

中期
1科目　12,000円

前期（算・国セット）
24,000円

前期（算・国セット）
24,000円

中期（算・国セット）
24,000円

中期
 　　12,000円

α　5：10～7：00
β　2：10～4：20

α　5：20～7：30
β　4：30～6：40
Σ   6：30～8：40

α　4：10～6：00

α   4：10～5：10
β   1:00～2：00

α　3：10～5：00

α　1：50～4：00米東直結コース ＷＩＮ 31

α　4：10～6：20
Σ　1：50～4：00

α　3：00～5：10

α　4：10～6：00
α　6：10～8：00
β　4：10～6：00
Σ   6：10～8：00
α　4：10～6：00
α　6：10～8：00
β　4：10～6：00
Σ   6：10～8：00

α　6：10～8：00
α　4：10～6：00
β　6：10～8：00
β　6：10～8：00
Σ　6：10～8：00
Σ　4：10～8：00

α　6：10～8：00
α　4：10～6：00
β　6：10～8：00
β　6：10～8：00
Σ　6：10～8：00
Σ　4：10～6：00
α　5：20～6：20
β　5：40～6：40
Σ   6：30～7：30
α　6：30～7：30
β　6：50～7：50
Σ   7：40～8：40
α　7：40～8：40
β　8：00～9：00
Σ   5：20～6：20

中学校での成績を左右する大切な時期です。ここで培った学力が、高校入試の大枠を左右する
といってもいいでしょう。将来、大学進学を考えている人、東高進学を目標にする人は必須の講
座です。これまでに習った内容の復習とその応用を行います。

初めて英語を学ぶ人が、アルファベットからていねいに学べるコースです。聞く、話すにく
わえて書く、読むことも勉強します。英語のおもしろさを見つけ、得意科目にしましょう。

学習習慣を身につけたい、学校の成績を上げたい、将来の高校入試に向けて、今から頑張り
たい小学生にお勧めします。基礎学力に少々不安があっても大丈夫です。夏休みを利用し
て、学校でこれまで習った内容を短期間でまとめて復習しますので、基本事項が着実に身に
付きます。

得意か不得意かがはっきりと出る学年です。ここで苦手科目を作ってしまうと、中学・高校まで影響しま
す。基本事項の理解を徹底し、応用問題の思考力も養います。将来の進路を左右する大切な時期です。
小学4年生は、これまでの知識を使って、いろいろな角度から問題を解くことが必要とされます。ここでしっかりと
した学習習慣を身につけ、得意科目を作る機会とします。これまでに習った内容の復習とその応用を行います。 
小学3年生は、基本問題を徹底した上で応用問題をたくさん解いていきます。学校では習
わないような問題にも挑戦します。友達に差をつけよう。

普段は部活などで忙しく、国語・理科・社会を勉強する時間がとれないのは、みんなの悩み。
中学は始まったばかりなので、これまでのところをこの夏休みに完璧にしておこう。

数学・英語ともに、重要事項の確認をします。数学は、正負の数・文字式、英語は単語から
始まり、ｂｅ動詞・複数形・一般動詞などの文法をやっていきます。ここまでを完璧に仕上
げ、確かな学力の土台を作り上げていきましょう。
長い夏休みも終わり、9月からの新学期に向けて早めに頭を切りかえましょう。そのために、東進ゼミ
では2学期の先取り学習を準備しています。※前期と後期をセットで受講されることをお勧めします。

中学1年生から中学2年生1学期までの総復習を行います。弱点分野を確実にマスター
します。英語は「過去形」「未来形」「助動詞」、数学は「図形」「連立方程式」など、実力アッ
プを図ります。
「コース２１Ａ」は応用コース、「コース２１Ｂ」は標準コースです。
数学は、2学期の先取り学習をします。英語は、前期では文法中心に学習しましたが、この
講座では長文を読んでいきながら単語力を増やし、重要構文を確認していきます。また、
リスニングの練習をしながら英語に慣れ、底力をつけていきます。※前期と後期をセット
で受講されることをお勧めします。「22A」は応用コース、「22B」は標準コースです。

もう入試内容の1/2が終わりました。時間のある夏休みを利用して、総整理をしよう。
コツコツ積み上げて仕上げていけば必ず得点科目になるはずです。

鳥取県の理科の入試問題では、各単元はまんべんなく出題されます。苦手単元があると入試で不利になります。
物理・化学の「力」「化学変化」の計算、地学・生物の重要語句をこの夏に総復習し、理科を得点源にできるようにしよう。

漢字や文法、長文読解問題まで重要ポイントをおさえ、効率よく勉強していきます。
この夏、多くの長文問題を解いて、読解力を鍛え上げます。

中学１年から中学３年１学期までの内容を、短期間で効率よく総復習します。
「コース３１Ａ」では、ハイレベルな問題も解いていきます。また、「コース３１Ｂ」では基本をしっ
かりと学び２学期以降に備えます。どちらのコースも「学力がついた」と毎年好評の講座です。

地理・歴史の総復習を行う。膨大な社会科学習の中でどこが大切なのかがわかる。記述式の問
題にも重点を置くので得点が上がる。
入試の出題内容である「漢字・語句・文法・作文・古文・論説文・小説」の重要ポイントをおさえて勉
強します。この夏、多くの問題を解いて国語の力を伸ばしましょう。

受験まであと７ヶ月。鳥取県の数学は難しいので、１２月までには教科書を終え、早めに入試実践問題に
取り組んだ人が当日点を伸ばしています。予習ゼミでどんどん前に進みましょう。英語は、前期で文法を
完成、この講座では長文とリスニングを強化します。高得点が必要な英語、この講座で偏差値を5～10
伸ばしましょう。※前期と後期をセットで受講されることをお勧めします。

α　2：10～4：00
β　2：10～4：00
Σ   2：10～4：00
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　イレブンモスバーガー

←至境港

内浜線

至米子→

内浜産業道路

ローソン
ポプラ

東進ゼミ
良善幼稚園入り口
（安倍校）

R181
R181

ローソン

伯耆駿英
予備校 東進ゼミΣ

米子信用金庫米子信用金庫

旧米子信用金庫
(博労町校)

米子博労町
郵便局 

野坂
内科医院
野坂
内科医院

博労町

夏期講習会
の受講例

●授業料にはテキスト代・消費税が含まれています。●αは東福原校　βは安倍校　Σは博労町校です。

目標校は西高だが、全体的に点が足りない。
今のままではいけないとあせりだした。
何とかしなければ・・・

♪集中特訓に行き、猛烈に勉強するとあせりが消えます♪ 

受講例 西高への英数（前期＋後期）＆
集中特訓（苦手科目2科目）   

受講例 東高への英数（前期＋後期）＆合格ゼミ
（理科・社会・国語）＆集中特訓（英語・数学）

東高にどうしても行きたいが、部活が
忙しく勉強不足。全体には成績は低調。
この夏にかけている      

♪講習を欠席した場合には、夜間の補習タイムがあるので大丈夫です♪

東高を目指しているが、
理科・社会と国語が弱い

受講例
合格ゼミ＋30時間集中特訓
（理科・社会・国語）

東高を目指しているが、英語が弱い
この夏は、東高合格を目指して英語と数学を
徹底的に学習しよう！目標は偏差値62、
時間がかかる英数をこの夏仕上げたい。

受講例 東高への英数（前期＋後期）

米子東高校合格 笠岡伶那さん（東山中）米子東高校合格　田宮瑞佳さん（福生中）
　私は中1から東進ゼミに通って、不安だった高校
受験も先生方のお陰で乗り越えることができまし
た。東進は宿題が多いと聞いたことがあると思いま
す。入ってみると本当に多いです。慣れないうちは大
変ですが、宿題をきちんとやって良かったと3年生に
なってから、何度も何度も思いました。周りの友達が
定期テストの後に勉強していない時も塾の宿題をコ
ツコツやり続けることで力がついたし、差をつけるこ
とができたと思います。東進ゼミの先生は、わからな
い問題をわかるまで丁寧に教えてくださいました。
授業が楽しくて、塾に行くのが楽しみになりました。
東進ゼミに入って、本当に良かったです。

【前期8日間】7/17、18、22～28（7/26は休み）【中期7日間】7/29～8/5（7/31は休み)【後期8日間】8/11、12、16～21（8/22は模試)

前期・後期
（2科目セット）
各24,000円

前期＋後期
45,000円

α　1：50～4：00
β　1：50～4：00
Σ　1：50～4：00

α   3：00～4：00
β　3：20～4：20
Σ　5：20～6：20
α   4：10～5：10
β　4：30～5：30
Σ　3：00～4：00
α   1：50～2：50
β　2：10～3：10
Σ　4：10～5：10

前期＋後期
45,000円

前期＋後期
45,000円

αは前期、βは中期
（算・国セット）
24,000円

中期（算・国セット）
各コースとも
24,000円

　私は中1から東進ゼミに通い、たくさんのことを
学びました。毎回行われる英語の暗記テストには
とても苦戦したのですが、そのお陰でテストでは
高得点を取ることができました。また、苦手な数学
では先生が丁寧に解説してくださり、数学を解くこ
とが楽しくて好きになりました。たった2日間で終
わってしまう高校入試ですが、その2日間のために
どれだけ勉強して苦手分野をつぶせるかが大切だ
と思います。私は東進ゼミで同じ目標を持つ仲間
たちと切磋琢磨して本当に良かったです。

覚える量は社会より少なく、計算は数学より簡単。短期間で復習が可能で最も得点しやすい科目。
鳥取県の高校入試では理科は得点源になるので、絶対はずせない。この科目の出来具合が合否
を決めることに…。是非、得意科目にしよう！

※2学期から入会希望の方は後期予習ゼミを受講して下さい。

※2学期から入会希望の方は
後期予習ゼミを受講して下さい。

前期・後期
（2科目セット）
各24,000円

前期・後期（2科目セット）
各24,000円

※2学期から入会希望の方は
後期予習ゼミを受講して下さい。

※2学期から入会希望の方は
後期予習ゼミを受講して下さい。

期間

東進ゼミα      22-0833 東進ゼミβ      24-4052 東進ゼミΣ      21-7760

●実施日／8月22日（日）　申込締切日（8月4日）
●対　象／中1～中3（5科目）英・数・国・理・社
　　　　　小3～小6（2科目）算・国
●会　場／中3・中2 伯耆駿英予備校、中1・小学生 東進ゼミ東福原校
●受験料／3,000円　●講習生のみ受験できます。

全国統一模試
鳥取県オープン模試


