
部活に全集中!!  だから、ＡＣＥ。       
✏無料個別補講：苦手分野は人それぞれ。症状を診断して町医者のように一人ひと

りに向き合います。余力のある人には、先取り学習や英検プログラムも用意しています。 

✏無料振替制度：体調不良だけでなく、クラブ・部活動や学校・地域行事、家族旅

行等で授業を受けられない場合（遅刻も含む）、他の日に振替えて授業を受けられます。 

ＡＣＥなら模試の振替もできる！ 

◇毎日通える「自習室」◇◆◇◆◇ ※休業日除く 

✍図書室のように参考書や問題集、資料集、図鑑等が充実しています。 
✍塾生専用のコピー機が無料で使えます。 
✍30台の学習用ＰＣ、タブレットを無料で使用できます。 
✍夏休みの課題をアシストします。（自由研究、読書感想文も！） 

■夏１期7/21(木)～8/3(水) ■夏２期8/4(木)～8/10(水) ■夏３期8/18(木)～8/24(水) 

㊟夏講開始前から授業参加 OK! また、「個別補講」を行うので期間途中の参加も可能です。 

【中学部】［集団+個別］一体型指導。 夏 1 期は復習、夏 2 期・3 期は２学期の予習。 
学年 科目 受講基準 曜日 時間帯 受講費用/税込  【ご参考】２学期月額費用／税込 

中１ ５科 
意欲がある

こと 
火･水･金 

7:20pm－9:45 
振替可 

何期受けても 3,000 円 

個別補講で夏講期間途中

からでも参加できます 

 

集団授業２日(必須) 

＆個別指導で月額 21,780円 
中２ ５科 

学校成績 

9 科 32 以上 
月･木･土 

8/6(土)は振替 

7:20pm－9:45 
振替可 

 

中３ 
 

 

月・火・

木・金 

8:50am－12:20 
又は

7:00pm-10:30 

  
集団授業３日(必須)+補習 

＆個別指導で月額 32,450円 

【小学部】算国授業で多読+語彙トレ、英理社授業で脳活トレを取り入れ、脳活性化！ 
学年 コース 曜日 時間帯 体験費/税込  【ご参考】２学期月額費用／税込 

小６ 
αコース英語･理社 月※振替可 4:50pm－6:50 

全コース 

一律 2,000 円 

 100 分×週１日で月額  7,700 円 

βコース算国･多読 水※振替可 4:50pm－6:50  100 分×週１日で月額  7,700 円 

総合コースα＋β 月･水※振替可 4:50pm－6:50  100 分×週２日で月額 12,650 円 

小５ 
αコース英語･理社 金※振替可 4:50pm－6:50 

全コース 

一律 2,000 円 

 100 分×週１日で月額  7,150 円 

βコース算国･多読 月※振替可 4:50pm－6:50  100 分×週１日で月額  7,150 円 

総合コースα＋β 月･金※振替可 4:50pm－6:50  100 分×週２日で月額 10,780 円 

小４ 英語･算数･国語コース 火※振替可 5:00pm－6:40 1,000 円  100 分×週１日で月額 4,950 円 

子 ど も と 地 球 の 未 来 を 考 え る 塾                 

Ａ Ｃ Ｅ ゼ ミ ナ ー ル                  

Action for the future of Children and the Earth 

友達割
入塾時に適用 

 

1. 入塾金５千円 OFF 

2. 教材費５千円 OFF 
► 合計１万円 OFF 

夏講体験申込券► 学年［   ］氏名［           ］電話［          ］□ 

 

友達割用 

満席〆切 満席〆切 



ＡＣＥ夏期スペシャル企画 
１ 英検対策講座 ☆どこでも学べる映像 ID（自分専用）を 10 月末まで使い放題☆ 

10 月の検定合格を目指したプログラムです。無学年制。小学生も受講可能。自分専用のＩＤでログイン

できるので、塾のＰＣ・タブレットでも自宅のＰＣ・スマホ・タブレットでも、いつでも自由に学べます。

LINE を使って質問することもできます。受講期間は 7 月お申込み日～10 月末まで。 

▼受講までの流れ 

 

 

 

 

 

▼受講料【教材費・ID使用料・消費税込】 

英検目標級 ２級 準２級 ３級 ４級 ５級 

費用[税込] 4,000 円 3,500 円 3,000 円 2,500 円  2,500 円 

 

２ 学校宿題デ―（無学年制/無料） 
 塾の自習室を利用して学校の宿題を早めに終わらせよう！わからない問題や調べ物は塾でやれば効率的。

読書感想文や自由研究につても先生がアドバイスしてくれます。 

7/３0(金)までに学校の宿題(主要教科)が終わらなかった人は、「学校宿題デー」に参加してください。 

学校宿題デー;7/30(土)10:00am〜10:00pm 自習室;月火木金 8:50am～10:50pm/水土 2:30pm～10:50 

 

３ マイクラ・プログラミング体験会（小中学生対象/無料） 
人気ゲーム「マインクラフト」で楽しく遊びながら、プログラミングの基本コードを学べます。 

電話かホームページで参加希望日をご予約ください。何れか 1 日お選びください。 

7/30(土) 10:00am～11:30am    8/21(日) 10:00am～11:30am      

 

４ 特待生選抜模試     中 3 は 8/20(土),中 1・2 は 8/21(日)の模試で選抜 

塾で実施する模試で「◎５科総合 ○英語単科 ○数学単科」いずれかの優秀者は、授業料の一部が減免されます。 

▼2022年度特待生 (第 1回・第 2回)► 8月模試は第 3回の選抜となります。 

 ＡＣＥゼミナール ℡046-250-5041 

【中３】  ◎武藤侑生（南毛利中）     〇岩野颯希（南毛利中）     〇君島夢空（南毛利中） 

      〇菅生木野花（南毛利中）   

【中２】  ◎小西陽花（南毛利中）     ◎田爪颯 （玉川中）       〇軸屋璃子（玉川中） 

      ○岡田笑佳（森の里中）     〇堀田瑛介（南毛利中） 

【中１】  ◎久保完太（南毛利中）     ◎吉田侑生（南毛利中）     ○佐藤陽向（玉川中） 

      ○鄭唯蓁（南毛利中）      ○郡山弥大（南毛利中）      ○山口心花（南毛利中）  

映像体験 30分 

ACEの PC で実際

の英検授業の映

像を視聴。 

受講意思確認 

体験後３日以内

に受講するかど

うか口頭で確認。 

受講手続き(月)～(木) 

受講料ご納入時

にテキスト・ID・

PW のお渡し。 

受講開始 

翌日 14 時～ 

10 月末まで 

視聴可能 


