
 

5 日間集中ゼミ 
国語力がすべての科目の成績底上げになる！

話題の速読 15日無料体験付！ 
自分にあった勉強法で！夏休みの 

5日間で ！！ 
キリトリ 

夏勉ガッツ！！               申し込み書       記入日      年   月    日 

□算数  □国語  ☜ご希望の科目に☑をお願いします。 

ふりがな  ふりがな  

氏名 

 

 保護者氏名  

☎番号 

 

   

ＫＣ Cram SCHOOL 砂川校・美唄大通校 

お問い合わせ ☎0125-74-8155 

 

  

5日間集中ゼミ 

～+プレテスト

 

 

5 日間で、前学年、1
学期の復習、2 学期
の予習をします。プ
レテストで自分の状
況を確認し、自分の
足りない部分を知
り、早いうちから、
目標を決め、勉強の
大切さを知り、家庭
学習の習慣を身に着
けよう！ 

■期間 : 

7/23（土）～8/11（木） 

のうち、5日間 

■科目 : 算数・国語 

■時間 :応相談 

■費用 :  

￥3650/各科（税込） 

※プレテスト・テキスト代込 

Mail:penguin_house_v

ol1@yahoo.co.jp 

 



 

7 日間集中ゼミ 
国語力がすべての科目の成績底上げになる！

話題の速読 15日無料体験付！ 
自分にあった勉強法で！夏休みの 

7日間で に！！ 
キリトリ 

夏勉ガッツ！！               申し込み書       記入日      年   月    日 

□算数  □国語  □社会 □理科 ☜ご希望の科目に☑をお願いします。 

ふりがな  ふりがな  

氏名 

 

 保護者氏名  

☎番号 

 

   

ＫＣ Cram SCHOOL 

砂川校・美唄校 
お問い合わせ ☎0125-74-8155 

 

 

7日間集中ゼミ 

～ 

+プレテスト+道ｺﾝ 

 

 

  

7 日間で、前学年、1
学期の復習、2 学期
の予習をします。小
4 生の基礎力が算・
国共に今後の鍵とな
る！！プレテストで
自分の状況を知り、
足りない部分をこの
夏重点的に勉強し、
早い段階で苦手はな
くそう！ 

■期間 : 

7/23（土）～8/11（木） 

のうち、7日間 

■科目 : 算数・国語・

社会・理科 

■時間：応相談 

■費用 : ￥4400/各科（税込） 

※プレテスト・テキスト代込 

￥18000/4科（税込） 

※プレテスト・道ｺﾝ受験料・ 

テキスト代込 

Mail: 

penguin_house_vol1@y
ahoo.co.jp 



 

9日間集中ゼミ 

早く正確に説く力、思考力・判断力が身に付く

話題の速読 15日間無料体験付 

教育改革はじまりの学年！中学進学へは、小学の基礎力が

不可欠！中学ではその小学校の学びが発展的になる！さらに

英語は小学校で 700語を習得している必要があります！語

彙力が英語力の鍵に！中学受験は、英検取得が有利に！！ 

キリトリ 

夏勉ガッツ！！               申し込み書       記入日      年   月    日 

□算数  □国語 □社会 □理科 ☜ご希望の科目に☑をお願いします。 

ふりがな  ふりがな  

氏名 

 

 保護者氏名  

☎番号 

 

   

 ＫＣ Cram SCHOOL 砂川校・美唄大通校 

お問い合わせ ☎0125-74-8155 

 

 

 

 

9 日間で前学年、1 学期
の復習、2 学期の予習を
し、苦手分野の克服を目
指します！中学受験対策
は、発展問題に挑戦！プ
レテストで自分の課題を
知り、この夏で、苦手の
克服をしっかりと、中学
準備の基礎力、発展力を
底上げします！ 

■期間 : 

7/23（土）～8/11（木） 

■科目 : 数学・国語・

社会・理科・英語 

■時間 :応相談 

■費用 : ￥5050/各科 (税込) 

*プレテスト・テキスト代込 

5科目￥26000（税込） 

*プレテスト・テキスト代・道ｺﾝ代金込 

 

Mail;penguin_house_vol1 

@yahoo.co.jp 

℡0125-74-8155 



 

12 日間集中ゼミ 
国語力がすべての科目の成績の底上げになる 

話題の速読 15 日無料体験付 

中 1からが高校受験の始まり！普段の努力が高校受験で身を結

ぶ！中 2生は、来年の受験に向けて志望校を定め、この夏は苦手

克服の時期！中 3生は、本格的な受験対策を！！ 

さあ、夏休みの 12 日間で ！ 

キリトリ 

夏勉ガッツ！！               申し込み書       記入日      年   月    日 

□数学 □英語 □国語 □社会 □理科 □道ｺﾝ（3900 円（5 科目受講者は、無料）） 

ふりがな  ふりがな  

氏名 

 

 保護者氏名  

☎番号 

 

   

 ＫＣ Cram SCHOOL 砂川校・美唄大通校 

お問い合わせ 0125-74-8155 

 

～ 

 

 

 

 

12 日間で 1.2 生は、前学
年、1 学期の復習、次学期の
予習、中 3 生は、1.2 年生の
復習、前学期の復習、次学期
の予習と苦手分野の克服から
発展問題への挑戦を目指しま
す！夢への挑戦の一過程！こ
の夏で、弱点を克服し、志望
校をつかみ取ろう！！ 

■期間 : 

7/23（土）～8/11（木） 

のうち、12日間 

■科目 : 英語・数学・国語・社会・理科 

■時間 :午後 

■費用 :  ￥ 6000/各科（税込） 

 ※プレテスト受験料・テキスト代込 

￥ 30400/5科目（税込） 

 ※プレテスト受験料・テキスト代 

・道ｺﾝ受験料込 

Mail:penguin_house_vo

l1@yahoo.co.jp 

℡0125-74-8155 



 

7 日間集中ゼミ 
国語力がすべての科目の成績の底上げになる 

話題の速読 15 日無料体験中！ 

個別指導？映像授業？勉強法に革新を！未来の君に合格を！ 

キリトリ 

夏勉ガッツ！！               申し込み書       記入日      年   月    日 

☜ご希望の科目をご記入ください 

ふりがな  ふりがな  

氏名 

 

 保護者氏名  

☎番号 

 

   

 ＫＣ Cram SCHOOL 砂川校・美唄校 

お問い合わせ 0125-74-8155 

 

 

～■期間 : 

7/23（土）～8/11（木） 

 

    

 

ブロ－ドバンド予備校 

最大 3講座受講料無料 

英検対策講座、国公立 2
次、私立対策講座、大学受
験講座、テーマ別攻略講座、
看護、医療系対策講座、共
通テスト対策講座、基礎か
らシリ－ズなど講座多数！ 

無料体験レッスン受付中！ 

 

個別指導コ－ス 

高 1：英文法、長文 

高 2：英語構文、長文Ⅱ 

高 3：英文法、語法 

■費用 : 高 1：￥ 7800 

高 2：￥8400 高 3：￥9000 

/各科（税込）※テキスト代込 

 

8回レッスン￥ 8000/（税込） 

10回レッスン￥10000/（税込） 

ブロ－ドバンド 5科目月謝 

28600円/月（税込） 

Mail:penguin_house_vo

l1@yahoo.co.jp 

℡0125-74-8155 



体験授業のお申し込みは、教室スタッフまで。
https://hp.bby.jp（右のQRコードからもアクセス可能！）

▼WEBサイト▼

2104 Release

定期試験で高得点を取ることで、志望大合格に近づく！

定期試験＝大学入
試

という考えを持とう
！

推薦選抜入学者

　「学校の定期試験は大学入試に関係がない」という言葉を聞いたことがあると思います。しかし、  

これは大間違いです。大学入試には「推薦選抜型」という入試方式があります。いわゆる「推薦     

入試」です。この入試方式は「高校での評定平均を基に合否を決める入試」といっても過言では  

ありません。つまり、学校の定期試験で高得点を取ることができれば、志望大合格が圧倒的に有利

になるのです。現在では、大学入学者の約半数が「推薦選抜型」での合格者ということもあり、もは

や大学入試のトレンドになりつつあります。

テーマ別攻略講座 高校進度対応講座 定期試験
　完全トレーニング

文系科目を「学習テーマ」ごとに学べる講座。「読解のルール」や    
「動詞の分類」「各時代の情勢」など各科目において高校学習範囲
を全てテーマごとに分類しているので、定期試験前の苦手分野対策
や出題分野の対策に最も適している講座です！

高校で採択されている「基礎」「標準」「応用」の３つのレベルの     
教科書を徹底的に研究し、扱う問題を厳選。「演習+解説」を一問   
ずつ丁寧に行い、確実に理解をした上で「重要ポイントの解説」を  
行います。数学が苦手な生徒ほど受講をオススメします！

高校の学習内容に合わせて受講できる講座。高校の学習範囲を    
単元ごとに分類しているので、定期試験の出題範囲をピンポイント
で学習可能。また、各単元ごとに「まとめテスト」があり、試験前の  
予行演習として受講必須の講座です！

さあ、ブロヨビの定期試験対策でキミも大学入試を有利に！

英語・現代文・古文・漢文・日本史・世界史 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B・数Ⅲ・物理・物理基礎
化学・化学基礎・生物・生物基礎

数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B

理解度をチェックできる、
確認テストプリント付き！

スマホで読み取ろう！▶

PRムービー
公開中！！

こちらもチェック！！

数学Ⅰ・数学A・数学Ⅱ・数学Bを
単元ごとに細分化し徹底解説。

各単元修了時に「テスト＆解説」
ＣＢＴ対応のまとめテスト講義！

古文
英語 物理

数Ⅰ 三角比 平方根

大学入試を有利にする

定期試験は
ブロヨビで
攻略しよう‼


