
★

★

※★印のついているものは、別途お申し込みが必要です。

※12月のプレ本番入試では、服装も本番想定で実施します。

〇 突破講座の授業料（別途消費税をお預かりいたします。） ※日程は変更になる場合がございます。

学院生3,000円/回、一般生5,000円/回となります。
（入学金：10,000円。各講座が学院生料金で受講できます）

〇 各回、定員８０名を予定しております。

○ プレ本番入試は入試要項に沿い、入試当日と同じ時間で過ごします。

○ プレ本番入試の午後は、本番を想定した【面接】を実施します。

面接が終了した人から帰宅となります。 ※状況に応じて内容が変更になる場合がございます。

○ 黒鉛筆（シャープペンシルも可。ただし、黒い芯に限る。） ○ 小型鉛筆削り具 ○ 消しゴム

○ コンパス ○ 分度器 ○ 三角定規または直線定規

○ 昼食 ○ 飲み物（水筒または蓋付きのもの） ○ 勉強道具や読書用の本

９月１３日 （日） 第２回 １１月０８日 （日） 第１回

 EISU CLASSIC 2020

‐実施要項‐

ねらい

実施日・授業料・定員

秋田南中等部入試 突破講座

９月《主に自己申告書対策》 １１月《主に面接対策》

９月０６日 （日） 第１回 11月03日 (火祝) 全国統一小学生テスト

（１）入試と同じ時間で実施することで、入試当日に100%の力を発揮するための練習をします。

（３）面接・自己申告書記入の練習をします。

（２）適性検査（総合）問題や作文を実施することで、効率良く入試対策の学習をします。

（日） × 11月23日 (月祝) 第３回　突破模試

９月２０日 （日） 第３回（プレ本番入試） １１月１５日 （日） 第２回

9月27日

１０月《主に自己申告書対策》 １２月《入試当日対策》

¥9,000

（日） 第３回（プレ本番入試）

学院生 ¥9,000 学院生

１１月２９日

9月分授業料
（計３回）

11月分授業料
（計３回）一般生 ¥15,000 一般生 ¥15,000

持ち物

１０月１１日 （日） 第２回 １２月１３日 （日） 第２回（プレ本番入試）

１０月０４日 （日） 第１回 １２月０６日 （日） 第１回（プレ本番入試）

実施時間

学院生 ¥9,000

（日） 第３回（プレ本番入試）

12月26日 （土） 入学者選抜試験（日） ×

12月28日 （月） 生徒集会

１０月１８日

10月25日

10月分授業料
（計３回）

学院生 ¥9,000

一般生 ¥15,000 一般生

１２月２０日 （日） 第３回

¥15,000
12月分授業料

（計３回）

12：15～(17：00)

〈プレ本番入試〉

内容

登校

適性検査（50分）

作文（45分）

昼食

面接
面接が終了次第
帰宅となります

内容

適性検査問題

自己申告書

面接練習など

作文

時間

9：30～17：00

〈通常回〉

時間

08：30～09：00

09：30～10：20

10：45～11：30

11：30～12：15



★

★

※★印のついているものは、別途お申し込みが必要です。

※12月のプレ本番入試では、服装も本番想定で実施します。

〇 突破講座の授業料（別途消費税をお預かりいたします。） ※日程は変更になる場合がございます。

学院生3,000円/回、一般生5,000円/回となります。
（入学金：10,000円。各講座が学院生料金で受講できます。）

〇 各回、定員４０名を予定しております。

○ 突破講座は入試要項に沿い、入試当日と同じ時間で過ごします。

○ プレ本番入試の午後は、本番を想定した【面接】を実施します。面接が終了した人から帰宅となります。

○ 筆記用具（鉛筆、消しゴム、鉛筆削り、三角定規、コンパス） ○ 勉強道具

○ 昼食 ○ 飲み物（水筒または蓋付きのもの）

9月27日 （日） ×

９月１３日 （日） 第２回 １１月０８日 （日） 第１回

９月２０日 （日） 第３回（プレ本番入試）

１１月２３日 (月祝) 第３回　突破模試

１１月１５日 （日） 第２回

９月０６日 （日） 第１回 １１月０３日 (火祝) 全国統一小学生テスト

 EISU CLASSIC 2020

秋大附中入試 突破講座
‐実施要項‐

ねらい

実施日・授業料・定員

９月《主に自己申告書対策》 １１月《主に面接対策》

（１）入試と同じ時間で実施することで、入試当日に100%の力を発揮するための練習をします。

（２）入試の過去問を使用することで、今の自分の実力を明確にし、合格までの課題を見つけます。

（３）入試の過去問を解き、すぐに解説授業を受けることで、疑問点を解決します。

（４）自己申告書記入・面接の練習をします。

9月分授業料
（計３回）

学院生 ¥9,000

１１月２９日 （日） 第３回（プレ本番入試）

一般生 ¥15,000

１２月《入試当日対策》

11月分授業料
（計３回）

学院生 ¥9,000

１０月《主に自己申告書対策》

一般生 ¥15,000

１２月０６日 （日） 第１回（プレ本番入試）１０月０４日 （日） 第１回

１０月１１日 （日） 第２回 １２月１３日 （日） 第２回（プレ本番入試）

１０月１８日 （日） 第３回（プレ本番入試）

12月26日 （土） 入学者選抜試験10月25日 （日） ×

１２月２０日 （日） 第３回

10月分授業料
（計３回）

学院生 ¥9,000

実施時間

12月28日 （月） 生徒集会

一般生 ¥15,000

学院生 ¥9,00012月分授業料
（計３回） 一般生 ¥15,000

点呼・自学

登校・自学

内容

12：20～13：00

時間（午後）

面接
面接が終了次第
帰宅となります

13：00～(16：00)
４教科
解説

13：00～15：15

持ち物

※状況に応じて内容が変更になる場合が
　ございます。

〈プレ本番入試〉

昼食

内容 時間 内容時間（午前）

11：40～12：20

10：50～11：20

10：00～10：30

算数（40分）

社会（30分）

理科（30分）

国語（50分）

15：20～16：00 自己申告書/面接

08：00～08：20

〈通常回〉

08：00～13：00 （通常と同様）

08：50～09：40

08：20～08：40


