
新しい水平線へ向かう夏 
 

 

 

2021夏期講座ご案内 

本科特科共通ご案内書 【豊橋市内教室用】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■豊橋西校    豊橋市東脇四丁目21番地6,7福信ビル2B      TEL/FAX 0532‐32‐3500 
■豊橋中央校  豊橋市向山大池町7‐13          TEL/FAX 0532‐66‐2884 
■田原校     田原市田原町晩田20-10         TEL/FAX 0531‐23‐3950  
■湖西校      湖西市新所原二丁目1-14         TEL/FAX 053‐577‐6622  
■新居校         湖西市新居町新居 1015‐2             TEL/FAX 053‐525‐8650 
          

＊本冊子の学費については全て税込の総額表示をしてあります。 

Wizz青雲学院 
                      

目次 

■ 高 3共通テスト対策講座 

■ 高 3私大対策講座（ＡＯ・推薦対応可） 

■ 高 3専門学校受験対策講座（推薦対応可） 

■高校生夏期講座 

■中 3夏期講座  

【Ａローラー復習型 Ｂフォーカス弱点補強型 Ｃ学習ペース改善強化型】 

■中 3受験科目別対策講座 6時間 

■中 2・1夏期講座 

■中 2・1夏期科目別徹底対策講座 6時間 

■小学生夏期講座(特科生) 【小 2～小 6】特科生のみ 

■ 小学生夏期講座（本科生）【小 2～小 6】本科生のみ  
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＜高校生夏の特科＞  
高校生対策講座【高３】 
   

夏の時期から共通テスト問題の解法に慣れるよう多くの問題の解法をマスターしていきます。  

  指導のコンセプト 共通テストの解法に慣れることを一番のテーマとして、演習を行います。  

■期間 7月 1日～9月 3日の間で自由設定  ■教科 5教科 7科目より選択できます。 

■時間帯  相談で自由に設定できます。  ★対策用特別教材を使用します。 

        

高校生私大入試対策講座【高３】  ＊ＡＯ対策や推薦試験対策も可 

目指す大学の受験に早くから特化した対策を行います。   

 指導のコンセプト 学校特有の出題を確認して夏からその具体的対策を行う講座です。  

■期間 7月 1日～9月 3日の間で自由設定  ■教科 5教科 7科目より選択できます。 

■時間帯  相談で自由に設定できます。  ★対策用特別教材を使用します。 

    

専門学校受験対策講座【高３】 
  
  受験する学校個別の準備を行う講座です。各人の受験校に合わせ必要な対策を行います。 

 指導のコンセプト 青雲学院では専門学校対策も各学校に合わせて受験に向けてすべて対策可能 

■期間 7月 1日～9月 3日の間で自由設定  ■教科 5教科 7科目より選択できます。 
■時間帯  相談で自由に設定できます。  ★対策用特別教材を使用します。    
◆受講方法◆ 各講座は組み合わせ受講が可能です。A～F よりご選択ください。 

A 国公立センター対策講座                            

B 国公立センター対策講座と 私大受験直前対策講座を併行実施   

C 私大受験対策講座   

D 専門学校受験直前対策講座  

E 私大受験直前対策講座と専門学校受験直前対策講座を併行実施 

F 上記以外の希望する講座組み合わせ 

◆全講座共通◆   A～F共通で回数と時間を設定します。 
■指導時間  

 １ターム 問題演習時間 50分＋解法指導と質疑 50分計 100分間 ×5回 

                      期間中８ターム（４0回）まで選択できます。 

■教材 対策用特別教材を使用します。教材選定については本人の希望があれば相談して行います。 

■受講料  
     1 ターム(5回) 18150円（ 本科生割引価格  17050円 ）   

                                ＊教材費 別途 教科ごと異なります。       
                       2 ターム以上は 1 ターム金額×ターム数になります。 

 

■複数講座受講の場合も合計で８タームまで受講できます。  
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高校生夏期講座【高１～高３・卒生】 
弱点を重点補強・選択自由自在！ 科目も 5教科より自由選択 

 

 

 

 

 
指導のコンセプト 個別指導で弱点科目弱点単元を徹底補強。すべて個人ごと相談で指導します。 

              普段と異なり時間の余裕がある夏にしっかりテーマを決めて対策をすることを 
お勧めします。 

■期間 7月 1日～9月１0日の間で自由設定     

■時間帯  通常の指導と同様、自由に設定できます。 1 ターム 5回×50分 ８ターム４０回まで選択可。 

★夏期講座特別教材を希望の場合は使用できます（教材費は別途）    

■ 受講料 15950円 1 ターム 5回×50分 （本科生割引価格 14300円）     

    

＜中 3生夏の特科＞ 

中３夏期講座   ＜本当に結果を出したいすべての受験生に贈る。＞ 

【夏の受験パック対象講座】 

 受験に強い青雲学院が 20年開講している伝統の特科  【5教科まとめテキスト使用】  

        【1年初めから 3年夏までの学習について復習をする講座です。】 

受験では中学３年間の学習の全範囲から出題がされます。 

しかし 3年生になると 1・2年生の学習内容（例えば地理や歴史）をしっかり学習しな

おす機会もありません。夏の段階でやらなくてはならないことは、自分はどの分野が弱

点なのか、自分が時間をかけて確認しなおすところはどこなのかということをしっかり

確認して補強を開始することです。 

この時期に十分な復習をして受験をスタートするのとしないのとでは大きな違いが

生じます。青雲学院の夏期講座は受験に向けて生徒を強力にバックアップします。 

中３夏期講座受講生全員に「重要な情報満載！2021年高校入試情報」の冊子（学

院オリジナル）を配布いたします。長年の高校入試指導経験に基づく情報が記載され 

ており、これから何を入試に向けてやっていけばよいかがわかる内容になっています。    

Ａ 個別指導【ローラー5教科復習型】  
個別指導 全10回×50分     
■ 日程   7月1日～9月１0日の間で設定 (定期テストが終了した学校についてはこれ以前の設定も可能です 

：最速７月1日より可)    
■ 教科 5教科指導を行います。  ■ 内容 時間帯・指導科目・レベルはすべてご相談の上で決定。 

受験に向けての学習方法や学習習慣の修正などについても指導。 
■ 教材 5教科復習テキストを使用します。その中で弱点があれば重点的指導も行います。 
■ 受講料 23650円  （本科生割引価格21450円） 教材費別途         

お勧めポイント 

高１ 1学期の弱点補強に 

高２ 弱点分野の重点克服に、分野別復習に 

高３ 総復習に 弱点補強に 
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Ｂ 個別指導【フォーカス弱点補強型】     

個人ごと特定科目について弱点補強指導を受けるコースです。集中的に弱点を補強するのに適しています。 

■ 日程  7月1日～9月１0日の間で設定  
■ 内容・時間帯・指導科目・レベルはすべてご相談の上で決定。5教科より科目を選択。弱点科目に絞って復習を 

行います。 

■ 教材  5教科復習テキストを使用します。テキストを中心に選択重点科目の指導を行います。 

選択科目あるいは重点補強ポイント以外については自主演習になりますが疑問点は指導時に質問できます。 

■ 受講料 
ゴールドコース   （50分×32回） ●特科生 81200円   ● 本科生割引価格 75200円  教材費別途 
ウイニングコース  （50分×24回） ●特科生 60900円   ● 本科生割引価格 56400円  教材費別途 
スタンダードコース （50分×16回） ●特科生 40600円   ● 本科生割引価格 376０0円  教材費別途 
ベーシックコース  （50分×12回） ●特科生 30450円   ● 本科生割引価格 28200円  教材費別途 
ライトコース      （50分× 8回） ●特科生 203０0円   ● 本科生割引価格 188０0円  教材費別途    
＊ＡＢは併行して受講することができます（ W受講割引 A受講＋B受講各コースごと各800円割引）。 

      具体例 Ａ＋Ｂライト 800円割引   Ａ＋Ｂベーシック1600円割引  Ａ＋Ｂスタンダード 2400円割引   
Ａ＋Ｂウィニング 3200円割引  A＋Bゴールド4000円割引 

＊ W受講の場合一冊のみでも受講できますが、追加テキストを使用することもできます（教材費追加別途）。 
 
Ｃ 個別指導【学習ペース改善強化型】     

個人ごと特定科目について弱点補強指導を受けるととともに、受験へ向けて学習のやり方を改めて見直して学習

ペースを改善するコースです。 
■ 日程 7月1日～9月10日の間で設定・時間帯・指導科目・レベルはすべてご相談の上で決定。 

5教科より科目を選択。弱点科目に絞って復習を行います。 
■ 教材  相談により設定します。本人のレベルにあった教材を使用することも可能。学校教材の振り返りや徹底 

を行う形の設定も可能です。 

■ 受講料   教材使用の場合は教材費が別途必要となります。 
コンプリートコース  （50分×36回）●特科生 １０５０００円  ●本科生割引価格  ８７０００円   
ウィニングコース   （50分×24回）●特科生  ７００００円  ●本科生割引価格  ５８０００円     
ベーシックコース  （50分×12回）●特科生  ３５０００円   ●本科生割引価格  ２９０００円   
＊ＡＢは併行して受講することができます（ W受講割引 A受講＋Ｃ受講各コースごと各800円割引）。 

      具体例 Ａ＋Ｃベーシック800円割引  Ａ＋Ｃウィニング1600円割引  A＋Ｃコンプリート2400円割引 
＊ W受講の場合一冊のみでも受講できますが、追加テキストを使用することもできます（教材費追加別途）。 
 

 
受験科目別対策講座 6時間  【夏の受験パック対象講座】 

 

弱点科目の受験対策を集中実施！ 
 

高校受験は 1つの科目で合否が決まるわけではありません。5教科の総合判定で合否が決まります。 
弱点科目をしっかり補強することが非常に重要になります。夏の間に科目別で集中対策をする講座です。 

  

■コース  徹底数学 6時間 ・ 徹底英語 6時間 ・ 徹底理科 6時間  
徹底社会 6時間 ・ 徹底国語 6時間 

■日程  7月1日～9月１0日の間で設定  
■ 内容 個別指導50分×6回＋60分×1回(計7回)   

  ■ 受講料 各教科対策  １科目 6時間  複数科目可 その場合 1教科価格×科目数となります。 

3年生 １科目 ● 特科生 19800円  ● 本科生割引価格 17600円  

         （ご注意：6時間内での複数科目受講はできません。） 

   

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

夏の受験パックお申込割引 さらに大きな割引！  

  シングル割引プラン 

中 3夏期講座講座（A または Bベーシック/スタンダード/ウィニング/ゴールド 

       またはＣスタンダード/ウイニング/ゴールド） 

＋受験科目別対策講座（１教科以上） 

を受講申し込みの場合 

特典として ①総額から１000円を割引 

        ②202１年秋期講座割引券（2000円券）進呈 

 W追加割引プラン 

中 3夏期講座講座（A＋Bベーシック/スタンダード/ウィニング/ゴールドまたは 

             A+C スタンダード/ウイニング/ゴールド） 

＋受験科目別対策講座１教科以上を受講申し込みの場合 

特典として ①W割引に加えて 

②総額から 2000円を割引 

        ③202１年秋期講座割引券（2000円券）進呈 

 S割引プラン 

中 3夏期講座講座（B またはＣのスタンダード/ウィニング/ゴールド） 

＋受験科目別対策講座２教科以上 を受講申し込みの場合 

特典として ①総額から 3000円を割引 

        ②202１年秋期講座割引券（3000円券）進呈 

③202１年冬期講座割引券（2000円券）進呈   

＊ 上記３つの割引プランは重複適用はありません（上位割引を適用） 

 
    

＜中3保護者の方へ＞   

◆高校入試実績◆ 
Wizz では、30 年近い代表田中の愛知県入試指導経験に基づき、有名校への受験はもちろん専門学科を含むすべ

ての地元高校の受験情報を多く保有し、生徒一人一人に対してアドバイスをしています。また越境受験をはじめさまざ
まな受験にも誠意をもってすべて対応いたします。指導にあたっては保護者･生徒の希望を第一義に考え、面談をじっ
くり行ない、危険については伝えるもチャレンジする受験に制限は行ないません。 
 生徒一人一人の特徴･性格･能力すべてを視野にいれたきめ細かい受験指導を夏以降も強力に行なってまいります。
また入試への学習法の指導も実施します。 
◆今年度夏以降の中３開講特科ベーシックアイテム（主要講座）ご紹介◆  
教室ごと選べる指導形態は異なります。 
これらの他にも面接対策講座・作文対策講座などオプション講座も開講予定です。 

●秋期講座（9月～12月・個別指導・全教室）  入試過去問題を徹底的につぶします。 
●冬期講座（12月･個別指導・全教室） 入試へ向けスパートをかける時期に実戦的な内容をしっかり指導します。 
●入試直前対策講座（1月～3月･個別指導・全教室） 

青雲学院の名物講座です。毎年この講座を受講した生徒から逆転合格者が必ず出ています。 
●入試過去問題シミュレーション講座（入試直前・合否判定＋個別指導・全教室） 
長年の経験があるからこそできる合格推定点と内申による合否判定シミュレーションと受験アドバイスを行う講座。 

●入試直前特訓（2月～3月公立一般入試直前まで・個別指導＋少人数指導・全教室） 
        Ｗｉｚｚでは公立一般入試前日まで責任をもって指導をいたします。      
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＜中２・１夏の特科＞ 
  
個別指導の夏期講座【中 2・1】 
 
指導のコンセプト  夏までの間に弱点ができてしまったところを個別指導で補強。 

弱点補強・復習をじっくり行うことができます。 

50分個別指導×コース回数(ゴールド28回・ウイニング21回・スタンダード14回・ベーシック10回・ライト7回 

■ 日程  7月1日～9月１0日の間で設定 (定期テストが終了した学校についてはこれ以前の設定も可能です 

■ 内容 時間帯・指導科目・レベルはすべてご相談の上で決定。 

5教科より科目を選択。弱点科目に絞って復習を行います。学習方法や学習習慣の修正の重点的指導も可。 

■教材 スタンダード・ウイニング・ゴールドコースでは特に希望する場合特別教材を使用できます（教材費別途 ）。 

          ゴールドコース    （50分×28回） 

● 特科生       77000円   ● 本科生割引価格 66000円 

ウィニングコース   （50分×21回） 

● 特科生       57750円   ● 本科生割引価格 49500円 

スタンダードコース  （50分×14回） 

● 特科生       38500円   ● 本科生割引価格 33000円 

ベーシックコース   （50分×10 回） 

● 特科生       26950円   ● 本科生割引価格 23100円 

ライトコース       （50分×7 回） 

● 特科生       19250円    ● 本科生割引価格 16500円  

   

夏期科目別徹底対策講座【中 2・1】 
 

弱点科目があっても平素はなかなかまとまった対策をする時間が限られてしまいます。 
本講座は弱点科目について集中的に補強して対策を行う講座です。 

  

■コース  徹底数学 6時間 ・ 徹底英語 6時間 ・ 徹底理科 6時間  
徹底社会 6時間 ・ 徹底国語 6時間 

日程  7月13日～9月１１日の間で設定 
■ 内容 個別指導50分×6回＋60分×1回(計7回) 

  ■ 受講料 各教科対策  １科目 6時間  複数科目可 その場合１科目価格×科目数となります。 

1・2年生 １科目  ● 特科生 19250円  ● 本科生割引価格 16500円  

          （ご注意：6時間内での複数科目受講はできません。） 

 

 

＜小学生夏の特科＞ 

特科生 小学生夏期講座 【小２～小６】 特科生のみ対象 

    夏休みの下記期間 特科生【塾外生】は下記期間夏期体験ができます。 

■ 期間 7月 15日～8月 31日の期間の間 週１日から選択可。 
（指導曜日・時間帯は通常コースと同様に選べます。） 

■ 受講料  この全期間受講して（夏期休業を除きます） 

●通常の授業料【月額】1 ヵ月分の半額 （初めて青雲学院をご利用する方） 

         ●通常の授業料【月額】1カ月分の 2割引（上記以外の方（兄弟を含む）） 

  詳細はお問い合わせください。 
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本科生 小学生夏期講座【小２～小６】 本科生のみ対象 

 
   夏休みの期間  下記のような形で夏期講座設定をすることができます。復習強化指導を行います。 

 
■ 期間 7月 15日～8月 31日  

＊ 個別指導コース週 1 コマ→夏期期間（上記期間）のみ週 2 コマ 
＊ 個別指導コース週 1 コマ→夏期期間（上記期間）のみ週 3 コマ 等 

  8月の夏期休業を除き、もし 5週になっても上記期間内なら設定あり（カレンダー準拠）。 
 受講料 個別指導コース  週 1 コマ追加    通常金額＋  5500円 

週 2 コマ追加    通常金額＋11000円 

週 3 コマ追加    通常金額＋16500円 

週 4 コマ追加    通常金額＋22000円 
                     *夏期講座についてはドリームコース設定はありません。 
 
お申込み・お支払方法 

◆お申し込みは・・ ・①お申込用紙を生徒本人に渡して頂き学院へご提出されるか、 
                ②ラインまたはメールにてお申込みください。 

②の場合はお申込みフォームでネットから簡易にお申込みいただけます。 
（手続上この①②どちらかの方法でお願いします）。 

ご注意 ： FAXでの受け付けは現在は行っておりません。 
◆受講料のお支払いは・・・ 
＜本科生で口座振落をされている方＞  所定の時期に口座より振り落としさせていただきます。 
＜その他の方＞  申込書提出がされましたら、所定の時期に本人にゆうちょの振替用紙をお渡しします。 
             その用紙にてゆうちょATM機（限定）より支払期限までにお振込みください。 
＊事故防止のため原則として現金でのお支払いは受け付けておりません。 
＊講座開始後所定のお支払期限を過ぎてもお支払いがない場合およびお支払いの遅滞を繰り返される場合、 
講座の受講を中止するかあるいは受講をお断りすることがございます。 

         ＊本科生の兄弟は学院の特科を初めて受講する場合には本科生割引価格にて受講ができます。 
       2回目以降の受講は特科生価格となります。 
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夏の特科講座申込書  
本科・特科共通用紙【全教室共通申込書】  

下記の内容の講座の受講を申し込みます。 
（お申し込みになるものに○をつけ必要事項をご記入下さい。）   

                すべてＷＥＢ上でも申込みが可能です。 
■高３入試対策講座■   

選択コース【 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 】      希望ターム数   【 １・２・３・４・５・６・７・８ターム 】 

受講科目       【                 】 

       Ｆの場合： 講座の希望組合せ内容（                            ） 

■夏期講座■ 
           ◆高校生コース      【    】       希望ターム数  【 １・２・３・４・５・６・７・８ターム 】  

 受講科目    【                     】 

◆中学3年生コース   【    】    

 A ローラー５教科復習型  【  】 Ｂフォーカス弱点補強型  【  】 Ｃ学習ペース改善強化型  【  】 

補強希望科目 【            】(ＢCは記入)  コース  【           コース 】（BCは記入） 

◆中学1・2年生コース  【    】          ライトコース 【    】 ベーシックコース  【    】  

スタンダードコース 【    】 ウィニングコース  【    】 ゴールドコース    【    】 

補強希望科目   【                 】 (全員記入) 

            ◆ 特科生 小学生夏期講座  【    】         学年（   ）年生 

                 ・ ご希望科目 【 国・算・英・理・社 】 ・  

 ＊ご注意 本科生は申込みができません。 

                         上記内容については現在ご記入できる範囲で記入いただければ結構です。 

◆ 本科生 小学生夏期講座  【    】    

                         ・ ご希望科目 【 国・算・英・理・社 】   ・ご希望追加コマ数 週（１・２・３ ）コマ増設 

＊ご注意 特科生は申込みができません。 

上記内容については現在ご記入できる範囲で記入いただければ結構です。     

 ■科目別対策講座■ 
          ◆受験科目別対策講座（中3）   【    】    希望科目【 英・ 数・ 国・ 社・ 理】 1教科ごと6時間設定  

        ◆夏期科目別対策講座（中１・２） 【    】    希望科目【 英・ 数・ 国・ 社・ 理】 1教科ごと6時間設定  

                     ＊複数科目受講の場合 科目数×6時間になりますのでご注意ください。   

                        

     ご住所〶                                     

       お電話番号                           

教室名＊             生徒氏名＊                             

    保護者ご署名＊                             本科生は＊印のみご記入ください。       

Line・メールでも受付けいたします。申込みフォームへ入力していただく形でお申込みができます。 


