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さあ、先にはじめよう！さあ、先にはじめよう！ アチーブの夏期 小学部スケジュール

テスト・検定 英検① ５月２８日（土）

聖徳チャレ ５月２９日（日）

統一テスト ６月５日（日）

数学検定➀ ６月１８日（土）

珠算検定 ６月１９日（日）

漢字検定① ６月２５日（土）

カリテ②【JT】 ７月２日（土）３日（日）

志望校判定模試① ７月３日（日）９日（日）

公開テスト② ７月１０日（日）

前期保護者会 後期説明会 ７月３日（日）
面談 ７月７日（木）～９日（土）

小学部夏期講習のしおり小学部夏期講習のしおり
説明会 5月１5日（日）

総復習期間８月２５日（木）～９月１１（日）
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力をあわせて高めあえる仲間とともに創造的な学力を！

058-387-7298
看

板

看

板www.academion.com

夏期講習７月２３日（土）～８月２３日（火）

面談 ７月７日（木）～９日（土）



夏期講習講座群（小学部）

コース
曜
日

小学部(21) 共通（小）(20) 共通(7)

PreD/Dash
月

木

全統小テスト対策（国/算Ⅰ）
聖徳中オープン模試対策（国/算Ⅱ・Ⅲ）1

午前特訓
（月・木・土・日）

作文（月）
数検（木）

PreD/Dash
英 語

火
初級英語・知能（初級）・（中級）

英会話 (17:00～17:50)
午前特訓

（火）
英検

1講座4回 （ ）は講座数 学校対策講座は5教科

Ｊｒ.
ＴARGET

土

日

はかせ講座（社/理Ⅰ）
聖徳中オープン模試対策（理/社Ⅱ・Ⅲ) 2

午前特訓
（月・木・土・日）

滝中4
（土 日）

Dash
コンプリート

土
日

地理1･2/歴史1･2（中学部設置講座）3

公民5（1講座・火）希望者は別途申込
別途申込

1 Jr. TARGET（受験科）生は無料受講できます(聖徳中合格サポート)
2 Dash （本科）生は無料受講できます(Jr.TARGET体験キャンペ－ン) 
3  Jr. TARGET（受験科）生は無料受講できます(聖徳・滝中合格サポート・テキスト要)
4 すべてのコースの受講生は無料受講できます(Jr.TARGET体験キャンペ－ン)
5 ACHIEVE ENGLISH 英会話・ForYOU ２５％OFF（夏期講習特別企画）

特

典



7/23（土）～8/23（火） 夏期講習

8/13（土）～ 15（月） 生まれ変わり特訓夏合宿 参加者のみ

8/12 （金）事前※特待生面談日，8/16 （火）事後

8/25（木）～9/11（日） 総復習／テスト対策期間

【アチーブの夏期 時間割】

8/25（木）～9/11（日） 総復習／テスト対策期間

※ 昇年・降年受講・テキスト購入

【開校時間（休校:水曜日/指定日）】

13:30～22:00： 自習教室オープン

9:00～12:10： 午前特訓（指定日・申込制）

※ ８/１２（金）～１７（水）は休校（夏期合宿期間）



【タイムサポート 金金曜特特別講座】
最高の成果 をつかめ！金金のすごし方が 成功成功のカギのカギ

冬期講習期間中の 金金曜日 17:00～22:00（全４４日間）

For YOU ACHIEVE ENGLISH 2525％OFF
教科、先生、時間帯を選べます（１日からOK）

【申込方法 （ネット申込） 】

[当会ウェブサイト]ｰ[夏期講習会]ｰ[クラスをとうろく]
の受講登録フォームから登録してください

登録期間：5/15～6/5 修正期間：6/6～6/20



【アチーブの夏期 受講費用】

・講習費 （月単位）で割り増し（案内書参照）

・教材費 １,０００円／冊～

・講座テキスト、検定テキスト（年度共通）, 課題図書
（作文） 実費 ※昇年降年、変更、追加、紛失は別途注文(外税)

ACHIEVE ENGLISH 休講期間 8/11（木）～17（水）

（登録手数料3,000円）

【連絡事項】

（作文） 実費 ※昇年降年、変更、追加、紛失は別途注文(外税)



〇本科・受験科講座 在籍生以外

【アチーブの夏期 受講料】

〇午前中特訓参加（フリー受講の方は無料）



Ｑ. どの講座を受講すればいい？
Ａ. 通常授業と同じレベルです。

Ｑ. 通常と違う教科の受講はできる？
Ａ. 単科受講・受講コースの変更ができます。

Ｑ. 検定講座は何級を受講すればいい？
Ａ. 次の受検級です。

【よくあるご質問】

Ｑ. お休みしたら授業はどうなる？
Ａ. 授業内容を午前特訓内でフォローします。

Ｑ. 特訓はお弁当ある？
Ａ. ありません。昼食、軽食を持ってきてね。

Ｑ. 講習の受講はお休みしたいです。
Ａ. 月単位で解除してください（前月5日〆）。



夏期講習会夏期講習会

夢へ、未来へ、情熱へ。

アチーブ進学会

夏期講習会夏期講習会
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さあ、今からはじめようさあ、今からはじめよう！！ アチーブの夏期 中学部スケジュール

テスト・検定 英検① ５月２８日（土）
統一テスト ５月２９日（日）
数学検定➀ ６月１８日（土）
漢字検定① ６月２５日（土）
数学検定① ７月１０日（土）

アドバンス➀〔T〕 ７月２日（土）３日（日）

公開テスト② ７月１０日（日）
岐阜新聞テスト① ８月２１日（日）
理科検定① ８月２７日（土）

前期保護者会 後期説明会 ７月３日（日）

面談 ７月７日（木）～９日（土）

中学部夏期講習のしおり
説明会 5月15日（日）

テスト対策８月２５日（木）～９月１１（日）
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力をあわせて高めあえる仲間とともに創造的な学力を！

058-387-7298
看

板

看

板www.academion.com

夏期講習７月２３日（土）～８月２３日（火）

面談 ７月７日（木）～９日（土）



夏期講習講座群（中学部）

レベル 中学部 （30）
中学部共通

（20）
共通（12）

中１
英語1･2，数学1･2，地1･2，歴1･2

国語1･2，理科1･2 （12講座） 午前特訓
9：00～12：10

（20日）

英 検

数 検

作 文
中２

英語3･4，数学3･4，地1･2，歴1･2

1講座4回 （ ）は講座数 学校対策講座は5教科

（20日）

月・火・木・土・日
の指定日

滝 高4

（土 日）

滝 中5

（土 日）

中２
英語3･4，数学3･4，地1･2，歴1･2

国語3･4，理科3･4 （12講座）

中３
英語5，数学5，公民，国語5，理科5
聖高奨・，地1･2，歴1･2 （14講座）

1 Victory生は降年（復習）・昇年（先取り学習）の受講無料(実力サポート・強く推奨) ※要教材

2 Achieve English 英会話２５％OFF（ 夏期講習特別企画）
3 For YOU ２５％OFF（夏期講習特別企画）
4 TARGET生は滝高講座受講無料(合格サポート) ※要教材

5 Victory生は滝中講座（小学部設置講座）受講無料(合格サポート) ※要教材

特

典



7/23（土）～8/23（火） 夏期講習

8/13（土）～ 15（月） 生まれ変わり特訓夏合宿 参加者のみ

8/12 （金）事前※特待生面談日，8/16 （火）事後

8/25（木）～9/11（日） 総復習／テスト対策期間

【アチーブの夏期 時間割】

8/25（木）～9/11（日） 総復習／テスト対策期間

※ 昇年・降年受講・テキスト購入

【開校時間（休校:水曜日/指定日）】

13:30～22:00： 自習教室オープン

9:00～12:10： 午前特訓（指定日・申込制）

※ ８/１２（金）～１７（水）は休校（夏期合宿期間）



【タイムサポート 金金曜特特別講座】
最高の成果 をつかめ！金金のすごし方が 成功成功のカギのカギ

冬期講習期間中の 金金曜日 17:00～22:00（全４４日間）

For YOU ACHIEVE ENGLISH 2525％OFF
教科、先生、時間帯を選べます（１日からOK）

【申込方法 （ネット申込） 】

[当会ウェブサイト]ｰ[夏期講習会]ｰ[クラスをとうろく]
の受講登録フォームから登録してください

登録期間：5/15～6/5 修正期間：6/6～6/20



【アチーブの夏期 受講費用】

・講習費 （月単位）で割り増し（案内書参照）

・教材費 １,５００円／冊～

講座テキスト、検定テキスト（年度共通）, 課題図書
（作文） 実費 ※昇年降年、変更、追加、紛失は別途注文(外税)

ACHIEVE ENGLISH 休講期間 8/11（木）～17（水）

（登録手数料3,000円）

【連絡事項】

（作文） 実費 ※昇年降年、変更、追加、紛失は別途注文(外税)



〇本科・受験科講座 在籍生以外

【アチーブの夏期 受講料】

〇午前中特訓参加（フリー受講の方は無料）



Ｑ. どの講座を受講すればいい？
Ａ. 通常授業と同じレベルです。

Ｑ. 通常と違う教科の受講はできる？
Ａ. 受講コースの変更ができます。（要手数料）

Ｑ. 検定講座は何級を受講すればいい？
Ａ. 次の受検級です。

【よくあるご質問】

Ａ. 次の受検級です。

Ｑ. お休みしたら授業はどうなる？
Ａ. 授業内容を午前特訓内でフォローします。

Ｑ. 特訓はお弁当ある？
Ａ. ありません。昼食、軽食を持ってきてね。

Ｑ. 講習の受講はお休みしたいです。
Ａ. 月単位で解除してください（前月5日〆）。


