
 

 

 

 

2017 年夏期講習案内 
2018 年 2 月の受験に向けて慶應進学特別では下記の日程で夏期講習を行います。 

慶應普通部、慶應中等部、慶應湘南藤沢中等部に向けての学校別特訓を行うほか、頻出す

る内容を徹底的にフォローします。各コースとも単科でお申し込みいただけますので、指

導員とご相談のうえ受講コースをご選択ください。 

 

慶應進学特別 夏期講習日程 

9:00-11:30 11:35-12:05 13:00-14:30 14:35-16:05
7⽉25⽇（⽕） 算数１ 国語１ 算数２ 国語２
7⽉27⽇（⽊） 算数３ 国語３ 算数４ 国語４
7⽉29⽇（⽔） 算数５ 国語５ 算数６ 算数７
8⽉1⽇（⽕） 算数１ 国語１ 算数２ 国語２
8⽉3⽇（⽊） 算数３ 国語３ 算数４ 国語４
8⽉5⽇（⼟） 算数５ 国語５ 算数６ 算数７
8⽉8⽇（⽕） 算数１ 国語１ 算数２ 国語２
8⽉10⽇（⽊） 算数３ 国語３ 算数４ 国語４
8⽉12⽇（⼟） 算数５ 国語５ 算数６ 算数７
8⽉22⽇（⽕） 算数１ 算数２ 理科１ 理科２
8⽉24⽇（⽊） 算数３ 算数４ 理科３ 理科４
8⽉26⽇（⼟） 算数５ 算数６ 理科５ 理科６

午前 湘南算数応⽤
午後 慶應⽣物特別

慶應進学特別 夏期講習⽇程

第1クール

第２クール

第３クール

第４クール

中等部算国特訓

湘南算国特訓

普通部算国特訓

 

授業内容 

算数１ ⽐と割合 国語１ 物語⽂の読解
算数２ 速さ 国語２ 説明⽂の読解
算数３ 平⾯図形 国語３ 熟語の性質
算数４ ⽴体図形 国語４ 歌舞伎、能、俳句
算数５ 場合の数 国語５ 漢字の知識
算数６ 規則性
算数７ グラフ

中等部算国特訓

    

算数１ 流⽔算 国語１ 物語⽂の読解１
算数２ 容積と⽴体 国語２ 物語⽂の読解２
算数３ 規則性 国語３ 説明⽂の読解
算数４ 平⾯図形 国語４ 熟語の性質
算数５ 場合の数 国語５ 作⽂演習
算数６ グラフ
算数７ ⽂章題演習

湘南算国特訓

 
 

慶應進学特別 

http://keiosg.com 



算数１ 場合の数 国語１ 物語⽂の読解１
算数２ 規則性 国語２ 物語⽂の読解２
算数３ 速さとグラフ 国語３ 物語⽂の読解３
算数４ 平⾯図形 国語４ 説明⽂の読解１
算数５ ⽴体図形 国語５ 説明⽂の読解２
算数６ 条件を整理する問題
算数７ グラフ

普通部算国特訓

 
 

算数１ 平⾯図形１
算数２ 平⾯図形２
算数３ 速さとグラフ
算数４ 流⽔算
算数５ ⽴体図形
算数６ 条件を整理する問題

湘南算数応⽤

        

理科１ 植物1
理科２ 植物2
理科３ 植物3
理科４ 昆⾍1
理科５ 昆⾍2
理科６ 動物

慶應⽣物特別

 

 

 

クラス名 授業内容

中等部算国特別
慶應中等部の⼊試傾向に合わせた算数と国語の特別対策コースです。短時間に多くの問
題を正確に解き上げるための練習と、⼊試に頻出する基本的な事項を各テーマ別に整理
していきます。国語は⻑⽂の読解の他、⽂法、熟語その他の知識をまとめます。

湘南算国特別
慶應湘南の算数は、前半の4題と後半の2題では難度が異なります。それぞれの分野で頻
出するテーマを中⼼に基本を整理するとともに、応⽤問題をていねいに解き上げる練習
をしていきます。国語は⻑⽂の読解の他、作⽂のテーマの捉え⽅を指導します。

普通部算国特別
普通部の算数はすべて記述式の解答ですが、問題数が多いのである程度コンパクトに答
えていかなければなりません。頻出するテーマの基本をまとめるとともに、解答の仕⽅
について指導していきます。また国語は⻑⽂の読解を中⼼に演習していきます。

湘南算数応⽤
湘南の5番、6番に対応する算数の集中講座です。速さ、⽴体、条件を整理する問題な
ど、頻出するテーマの中から応⽤問題をじっくり考え、確実に得点する⼒を養います。

慶應⽣物特別
普通部、中等部を中⼼に出題される植物や昆⾍、動物の問題について具体的な対策指導
を⾏う授業です。単に暗記に⾛るのではなく、スケッチの練習や分類からのアプローチ
を通じて、⽣物の問題にしっかり答えられる⼒を養います。

 



 
【費用】 
慶應中等部算国特訓、慶應湘南算国特訓、慶應普通部算国特訓 各 38,880 円 

 
慶應湘南算数応用、慶應生物特別 各 19,440 円 （教材費、消費税込） 

 
 

 

 

申し込み方法 

内部生受付開始 5 月 13 日（土曜日）午前 10 時～ 

本案内添付の申込書を慶應進学特別まで FAX してください。内部生については 6 月上旬に

ご請求申し上げます。なお内部生についてキャンセルに関する事務手数料は発生しません

ので、早めにお申し込みください。 

 

外部生受付開始 5 月 20 日（土曜日）午前 10 時～ 

本案内添付の申込書を慶應進学特別まで FAX してください。前日までに慶應進学情報ホー

ムページにて締め切りコースをご案内しますので、ご確認の上お申し込みください。 

お申し込みを受け付けさせていただいた方から順にお振込みのご案内させていただきます。

なお、定員によりお申し込みいただいても受講できない場合があります。その場合は慶應

進学特別よりお知らせさせていただきますので、予めご承知おきください。 

 

（外部生の受講に関して） 

季節講習の外部生受講について特に入室テストを設けませんが、学力等一定のレベルにな

ければ受講の効果がありませんので、事前に指導員にご相談ください。 

 

（キャンセルについて） 

 内部生についてはキャンセルに関する事務手数料は発生しません。外部生については、いったん費用を

お振込みいただいた後のキャンセルについては１コースにつき 1080 円（消費税込）の事務手数料を頂戴し

ます。尚、お申し込みいただいた後、振込み期日までにお振込みいただけなかった場合は自動的に申し込

みが失効いたします（事務手数料は発生しません。）ので、期日までにお振込みください。 

 



お申し込み FAX 番号 045-330-4697 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指導会場】 

フリーダム進学教室－センター北－ 

〒224－0003  

横浜市都筑区中川中央 1－23－1  

フォレストノースビル 301 

横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン 

センター北駅下車徒歩１分 

電話番号：045-530-5480  

FAX：045-330-4697  

mail: info@freedomsg.net 

http://www.freedomsg.net/center 

専任指導員による面談について 

内部生については担任指導員より受講についての面談をご案内、実施させていただき

ます。外部生の方のご相談も承っております。ご相談は無料ですので、慶應進学特別

事務まで電話でご予約ください。なおお一人様 30 分程度とさせていただきます。 



慶應進学特別 夏期講習仮申込書 
 

お申し込みのコースの□にチェックを入れてください。 

慶應中等部算国特訓 □ 

慶應湘南算国特訓 □ 

慶應普通部算国特訓 □ 

慶應湘南算数応用 □ 

慶應生物特別 □ 

 

 

お申し込み FAX 番号 045-330-4697 

生徒氏名

ふりがな

内部･外部

学年

保護者氏名

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

メールアドレス

小学校名

内部生　　・　　外部生

新６年生


