
0120-55-1901
〒010-0914 秋田市保戸野千代田町7-1
〈受付時間〉午前10:00～午後8:00 ※日・月を除く

【お問い合わせ・各種お申し込み】 【WEB】 ■広面校 ■本部校 ■飯島校 ■川尻校 ■仁井田校
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EISUクラス指導の夏期講習
中1・2生

①復習講座 4～7月に習った範囲を5日間で復習！

中１・中２の各学年で、４月から夏休み前までに学校で習った
単元を総復習します。夏だけ通って復習を済ませたい人にも、
今後ＥＩＳＵへの入学を考えている人のお試しにも最適の講
座です。

【期間】 7/22(木・祝)～7/29(木)
※カレンダーの●の日程です。
【時間】 18:30～21:20
【場所】 EISU各校
【料金】 5,500円
【教科】 英語・数学

中1生
英語

数学

動詞のまとめ／疑問詞／命令文 など

正負の数／文字式 など

中2生
英語

数学

未来の表現・接続詞／不定詞 など

式の計算／文字と式 など

※指導内容はクラスの理解度に応じて調整します。

1ヵ月の授業料(英語・数学)

夏休み明けからは…
早くから継続して勉強できるように、通いやすい
料金で実施しています。

●毎週の英語・数学の授業で学校の予習を行います。
●土曜指導で学習管理を行い、家庭学習支援教材を　
　使って、学習習慣を身につける指導をします。

中1生：11,000円

中2生：16,500円

夏休み明けからは…
●5教科すべて入試対策ができる
1週間に80分×5コマの授業があります。毎週5教科を
抜けなく学習し、入試へ向けて学力を鍛えます。
●土日で志望校別特別講座も実施
模試結果を元に選抜されたクラスで行う『秋田高校突
破講座』など、志望校別の特別講座を用意しています。
●本番レベル模試で志望校判定
秋田県入試の傾向に即した『秋田県高校入試本番レ
ベル模試』で志望校判定を行い、模試後の面談で個
人別の課題と対策についてお伝えします。

※指導内容はクラスによって進度が異なります。ご了承ください。

①入試対策講座 15日間　50分×120コマ！！　
授業→演習→テストのサイクルで入試対策！！

15日間での総コマはなんと120コマ！過去最大のボリュームを用意
した理由は、知識や技術を伝える『授業』、それらを実際に使う練
習をする『演習』、定着度をはかる『テスト』を、5教科すべてに対し
て行うためです。中1・2内容のインプット・アウトプットを確実に行
い、受験の基礎を築くための重要な講座です。この夏、イチから復
習したい人向けの『標準クラス』、すでに早くから受験勉強をはじめ
ている人のための『特進クラス』の２クラスが設置され、自分の望む
レベルや志望校に合ったクラスで学習可能です。

【期間】 7/22(木・祝)～8/11(水)
※カレンダーの●の日程です。
【時間】 9:30～17:50
【場所】 EISU各校
【料金】 学院生…53,900円
　　　 講座生…60,500円
【教科】 5教科

入試対策講座 指導内容
文法／詩・俳句・短歌／読解演習
関数基礎・応用／入試大問1特訓／秋田入試過去問
入試重要単元の復習／入試問題
中1単元の復習／全国入試過去問
中2単元の復習／全国入試過去問
歴史総復習
地理総復習

国語
数学
英語

理科(中1)
理科(中2)
社会(歴史)
社会(地理)

②お盆特訓 1日1教科を徹底的に勉強！
毎年キャンセル待ちの人気講座！

１日１教科、徹底的に勉強します。
各教科、『長時間１つの教科に集
中できる』という強みに適した単元
を指導します。テスト結果を元に教
科ごとにクラス分けするため、得意
な教科も苦手な教科も、最適なレ
ベルで指導が受けられます。

【期間】 8/12(木)～8/17(火)
※カレンダーの●の日程です。
【時間】 9:00～17:50
【場所】 秋田駅東校・広面校
【料金】 学院生…8,250円(1教科)
　　　 講座生…8,800円(1教科)

お盆特訓 指導内容

古文・漢文の基礎知識と読解

関数応用問題完成

中1・2物理・化学分野特訓

長文読解

全国入試演習・解説(地歴)

8月12日 国語

数学

理科

英語

社会

8月13日

8月15日

8月16日

8月17日

※指導内容はクラスの理解度に応じて調整します。

中3生

③中3英数完成講座

【期間】 7/22(木・祝)～7/31(土)
※カレンダーの●の日程です。
【時間】 16:00～17:50
【場所】 EISU各校
【料金】 5,500円
【教科】 英語・数学

英語

数学

不定詞

関係代名詞

放物線①

相似②

原形不定詞

分詞

放物線②

円

仮定法

間接疑問文

相似①

三平方

英語・数学の中３履修内容のうち、学校で夏休み以降に習う単元を
予習して完成させる講座です。

※①『入試対策講座』と併用した場合、授業時間が重複しますが、重複分を同日18：30～20：20
で振替実施いたします。

④仕上げ講座

【期間】 8/19(木)～8/21(土)
※カレンダーの●の日程です。
【時間】 9:30～17:50
【場所】 EISU各校
【料金】 学院生…19,800円
　　　 講座生…22,000円
【教科】 5教科

模試過去問を使用し、夏で学習した内容をテストで発揮
するための練習を行います。

PLAN DO CHECK ACTION

※土曜指導ではおもに『学習面談』・『単元テスト』を行います。
※土曜指導で立てた計画をもとに平日の勉強を進めていきます。
※EISU生は専用教材で土曜指導を進めていますが、体験の場合は学校のワークを使用して進めます。

③土曜指導
2021年度からEISUの１・２年生が受けている『学習習慣を身につけるための指導』を体験できます。
定期テストに向けて学習のPDCAサイクルを回すことで、本当の学習習慣を身につけます。

講師と面談しながら、1週
間の勉強計画を立てます。

勉強計画に沿って、塾や家
庭での勉強を進めます。

単元テストを行い、1週間の
学習計画を評価します。

面談でモチベーティングや
計画の改善を行います。

計画して 実行して 評価して 改善する

【期間】 7/24(土)～8/21(土)
※カレンダーの●の日程です。
【時間】 18:30～21:20
【場所】 EISU各校
【料金】 ①復習講座・②予習講座の
いずれかを受講した生徒のみ無料
で体験できます。

そして次の計画へ

定期テストを徹底サポート！家庭学習を管理して学習習慣を身につけます！

http://www.akita-eisu.com/
※24時間受付

秋田 EISU

②予習講座 全8日間で、夏休み明け以降の内容を予習！

①復習講座で学習した内容の続きを予習で学習する講座で
す。普段ＥＩＳＵに通塾している生徒の８月授業分にあたる授業
です。

【期間】 7/30(金)～8/20(金)
※カレンダーの●の日程です。
【時間】 18:30～21:20
【場所】 EISU各校
【料金】 中1講座生…16,500円
　　　 中2講座生…22,000円
【教科】 英語・数学

予習で今後の勉強を有利に！先取り学習をお勧めする理由

●塾で予習することで、学校の授業が復習となり、繰り返 
　し学習ができる。
●テスト前、すでに範囲を終えているので、余裕をもった
　テスト勉強ができる。
●受験期、全範囲を含む問題により早く挑戦できる。

などなど、たくさんのメリットがあります！

※金額はすべて税込み表示です。




