
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

● 

※１２

※１２

※自習室開放

●●●●    

※料金にはテキスト代が含まれています。

●●●●    

※料金にはテキスト代が含まれています。

● 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の

生徒氏名：

住所：

電話番号：

講
座

番
号
 

高１・２生

面談で志望校や面談で志望校や面談で志望校や面談で志望校や

希望の教科を相談希望の教科を相談希望の教科を相談希望の教科を相談

シード

    学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！

目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。

 時間割時間割時間割時間割        １２／２４～１／１１２／２４～１／１１２／２４～１／１１２／２４～１／１

１時間目 

9:00 ～ 10:50

上記日程以外の期間上記日程以外の期間上記日程以外の期間上記日程以外の期間

１時間目 

10:00 ～ 12:00

※１２/２４～１/１２以外の期間の土曜は１時間目～３時間目の受講となります。

※１２/２３(祝)と１２

※自習室開放 ： １２

    「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」

区 分 

通年講座 

※料金にはテキスト代が含まれています。

    高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」

区 分 

講習会講座

※料金にはテキスト代が含まれています。

 受講までの流れ受講までの流れ受講までの流れ受講までの流れ

 

 

【お問合せ【お問合せ【お問合せ【お問合せ

高１・２生対象高１・２生対象高１・２生対象高１・２生対象

下記の通り、「シード代ゼミサテライン冬期講習会

生徒氏名：              

住所：（〒    

電話番号：   

講
座

番
号
 

① 

⑥ 

高１・２生    

面談で志望校や面談で志望校や面談で志望校や面談で志望校や

希望の教科を相談希望の教科を相談希望の教科を相談希望の教科を相談

日程作成日程作成日程作成日程作成

シード    代ゼミサテライン

学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！

目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。

１２／２４～１／１１２／２４～１／１１２／２４～１／１１２／２４～１／１

 

10:50 11:0

上記日程以外の期間上記日程以外の期間上記日程以外の期間上記日程以外の期間    

 

12:00 12:50 

以外の期間の土曜は１時間目～３時間目の受講となります。

と１２/３０～１/３は休校日です。

１２月２４日～１月１

「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」

 

 ９０分×４回／１講座

※料金にはテキスト代が含まれています。

高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」

 

講習会講座 ９０分×５回／１講座

※料金にはテキスト代が含まれています。

受講までの流れ受講までの流れ受講までの流れ受講までの流れ 

【お問合せ【お問合せ【お問合せ【お問合せ::::シードグループシードグループシードグループシードグループ

高１・２生対象高１・２生対象高１・２生対象高１・２生対象    シードシードシードシード

通り、「シード代ゼミサテライン冬期講習会

              

    －      

    －  

    

ＦＡＸでのお申し込みは、切り取らずにこのまま送信してください

面談で志望校や面談で志望校や面談で志望校や面談で志望校や    

希望の教科を相談希望の教科を相談希望の教科を相談希望の教科を相談    

日程作成日程作成日程作成日程作成    

代ゼミサテライン

学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！

目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。

１２／２４～１／１１２／２４～１／１１２／２４～１／１１２／２４～１／１２２２２    

２時間目 

11:00 ～ 12:5

２時間目 

12:50 ～ 14:50

以外の期間の土曜は１時間目～３時間目の受講となります。

３は休校日です。 

月１２日は９：００～１

「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」「単元別基礎力完成講座」    ～～～～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～

内 容

９０分×４回／１講座

※料金にはテキスト代が含まれています。 

高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」

内 容

９０分×５回／１講座

※料金にはテキスト代が含まれています。 

シードグループシードグループシードグループシードグループ    

シードシードシードシード    代ゼミサテライン代ゼミサテライン代ゼミサテライン代ゼミサテライン

通り、「シード代ゼミサテライン冬期講習会

              

      ） 

      －

② 

⑦ 

ＦＡＸでのお申し込みは、切り取らずにこのまま送信してください

ＦＡＸ番号：０１３４－３４－０６３８

体験受講で体験受講で体験受講で体験受講で

受講講座決定受講講座決定受講講座決定受講講座決定

    

代ゼミサテライン 冬期講習会のご案内

学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！

目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。

 

12:50 13:0

 

14:50 15:00 

以外の期間の土曜は１時間目～３時間目の受講となります。

日は９：００～１９：００まで開放します。それ以外の期間は平日１０：００～２２：００、土曜１０：００～１８：００です。

苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～

容 

９０分×４回／１講座 

高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」高１・２生対象「超短期分野別講座」    ～～～～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～

容 

９０分×５回／１講座 

    本部事務局本部事務局本部事務局本部事務局

代ゼミサテライン代ゼミサテライン代ゼミサテライン代ゼミサテライン

通り、「シード代ゼミサテライン冬期講習会

                   

－          

③

⑧

ＦＡＸでのお申し込みは、切り取らずにこのまま送信してください

ＦＡＸ番号：０１３４－３４－０６３８

体験受講で体験受講で体験受講で体験受講で

受講講座決定受講講座決定受講講座決定受講講座決定

受講スタート受講スタート受講スタート受講スタート

冬期講習会のご案内

学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！

目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。

３時間目 

13:00 ～ 14:50

３時間目 

15:00 ～ 17:00

以外の期間の土曜は１時間目～３時間目の受講となります。 

０まで開放します。それ以外の期間は平日１０：００～２２：００、土曜１０：００～１８：００です。

苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～

志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～

本部事務局本部事務局本部事務局本部事務局    小樽市稲穂小樽市稲穂小樽市稲穂小樽市稲穂

キリトリ 

代ゼミサテライン代ゼミサテライン代ゼミサテライン代ゼミサテライン    冬期講習会冬期講習会冬期講習会冬期講習会

通り、「シード代ゼミサテライン冬期講習会」に申し込みます。

  保護者氏名：

          学校名：

③ 

⑧ 

    ＦＡＸでのお申し込みは、切り取らずにこのまま送信してください

ＦＡＸ番号：０１３４－３４－０６３８

体験受講で体験受講で体験受講で体験受講で    

受講講座決定受講講座決定受講講座決定受講講座決定    

受講スタート受講スタート受講スタート受講スタート    

冬期講習会のご案内

学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！学習計画を立ててあなたをしっかりサポートします！！    
目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。

0 15:0

17:00 17:10 

０まで開放します。それ以外の期間は平日１０：００～２２：００、土曜１０：００～１８：００です。

苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～苦手な単元をピンポイントで対策～    

受講期間

１２月１日～１月１２日

志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～

受講期間

１２月１日～１月１２日

小樽市稲穂小樽市稲穂小樽市稲穂小樽市稲穂 2222 丁目丁目丁目丁目

 

冬期講習会冬期講習会冬期講習会冬期講習会        申込書申込書申込書申込書

」に申し込みます。  申込日

保護者氏名：   

学校名：  

④ 

⑨ 

ＦＡＸでのお申し込みは、切り取らずにこのまま送信してください

ＦＡＸ番号：０１３４－３４－０６３８

● 各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について

スタッフにお問い合わせいただくか、代ゼミサ

テラインホームページをご覧ください。

▼スマートフォンサイト

 

 

 
 
 
 
 
 
 

冬期講習会のご案内

目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。

４時間目 

15:00 ～ 16:50 

４時間目 

17:10 ～ 19:10 

０まで開放します。それ以外の期間は平日１０：００～２２：００、土曜１０：００～１８：００です。

受講期間 

１２月１日～１月１２日 

志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～

受講期間 

１２月１日～１月１２日 

丁目丁目丁目丁目 18181818----6666    ℡：℡：℡：℡：

申込書申込書申込書申込書    （二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）

申込日 平成２

        

       

 

 

ＦＡＸでのお申し込みは、切り取らずにこのまま送信してください

ＦＡＸ番号：０１３４－３４－０６３８ 

各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について

スタッフにお問い合わせいただくか、代ゼミサ

テラインホームページをご覧ください。

▼スマートフォンサイト    

   

冬期講習会のご案内 

目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。

５

 17:00 

５時間目

 19:20 

０まで開放します。それ以外の期間は平日１０：００～２２：００、土曜１０：００～１８：００です。

受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）

 １１１１４４４４

志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～志望校やレベルに合わせた大学受験準備用講座～    

受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）

 １１１１６６６６

℡：℡：℡：℡：0120012001200120----555555551111

（二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）

平成２９年   

           

        学年：

⑤ 

⑩ 

※高３生は

ＦＡＸでのお申し込みは、切り取らずにこのまま送信してください 

各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について

スタッフにお問い合わせいただくか、代ゼミサ

テラインホームページをご覧ください。

       ▼携帯サイト

   

 

目的やレベルに応じて学習計画を立てます。受講する講座以外の勉強もしっかりサポートします。 

５時間目 

0 ～ 18:50 

５時間目 

19:20 ～ 21:20 

０まで開放します。それ以外の期間は平日１０：００～２２：００、土曜１０：００～１８：００です。

受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）

４４４４，，，，００００００００００００円円円円    

受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）

６６６６，，，，５００５００５００５００円円円円    

1111----149149149149】】】】    

（二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）（二重線の中のみご記入ください）    

   月   日

      印 

学年：   年生 

※高３生は別紙をご覧ください

各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について各講座の詳しい内容について 

スタッフにお問い合わせいただくか、代ゼミサ

テラインホームページをご覧ください。 

▼携帯サイト 

 

０まで開放します。それ以外の期間は平日１０：００～２２：００、土曜１０：００～１８：００です。 

受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）    

    

受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）受講料（税込）    

    

日 

  

 

をご覧ください 

スタッフにお問い合わせいただくか、代ゼミサ

 

 


