浜松北高校をめざす 中3生のみなさんへ
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受付開始

静岡県公立高校入試対策

2019年度

定員 20名

河合塾の精鋭講師による解説講義で「わかった！」を実感

● 祝日の有効活用

静岡県公立高校入試の特徴は、
「記述・論述式問題」が出題されることです。

● 本番予想オリジナルテスト

「進学倶楽部」の添削指導で、記述・論述式問題を得点源にしよう！

● 講師による答案添削で
記述・論述対策もバッチリ

英 語 英作文

● 質問タイムで疑問解消

国 語 論述・作文

理 科 記述・作図
社 会 論述

数 学 証明

スケジュール

第1回
テーマ

苦手分野克服

日 程

9/23（月・祝）

時

10：00～17：00

間

第2回

第3回

10/14（月・祝）

科

1/13（月・祝）

+

テスト（40分）

TES

T

英語・数学・理科・社会

体験ゼミ＆倶楽部説明会

+

9：00～18：05
TES

T

解説（60分）

+

質問タイム（30分）×2教科

英語・国語・理科・社会

テスト（50分）
解説（40分）

数学・国語・理科・社会

英語・数学・国語・
理科・社会

※お申し込みについては裏面をご確認ください。

参加無料・要申込

8/24（土）15：30 ～16：50（数学）
※体験ゼミはお子様のみご参加いただけます。
ゼミと同時間帯に保護者向け説明会を実施します。

まずは体験してみてください！

〈体験ゼミ＆倶楽部説明会 申込方法〉
●電
●窓

話

下記浜松校までお電話でお申し込みください。
（
「参加申込書」は必要事項を記入のうえ、当日お持ちください。）
口 浜松校校舎窓口に裏面「参加申込書」をご提出ください。

● インターネット

河合塾ホームページ

入試直前から高校入学までの
充実サポート

www.kawai-juku.ac.jp/event/

お申し込み・お問い合わせ先

浜松校

参加者の要望・成績から弱点分野克服ゼミを実施。
（昨年度実績）
入試直前まで得点力アップをめざします！
12月 数学 苦手克服ゼミ【90分】

0120-748-191

2月 講演 保護者会「高校入試直前における過ごし方」
理科 得点力アップゼミ
（物理・化学・生物）
【90分】
社会 得点力アップゼミ
（記述対策）
【120分】
数学 得点力アップゼミ
（図形）
【120分】

3月

2/11（火・祝）

9：00～18：00

質問タイム（30分）

英語・数学・理科・社会

本番を想定した
リハーサル

11/23（土・祝）

（数学・社会）

教

第5回

予想問題で実力アップ

授業（70分～ 90分）

授業形式

第4回

春期講習【90分×4日】受講（1講座無料特典あり）

フリーダイヤル受付時間

（学）河合塾主催

10：00～18：00

〒430-0944 浜松市中区田町326-19
交通

●JR東海道本線浜松駅北口から徒歩7分

www.kawai-juku.ac.jp

●遠鉄第一通り駅から徒歩1分

河合塾 浜松校

「真の学力」を育て、浜松北高校、そして第一志望大学へ
河合塾浜松校は【大学受験専門予備校】として、静岡県の高1生～高卒生を対象に、全国の難関大入試で求められるハイレベ
ルな学力の養成に力を注ぎ、数多くの塾生を難関大合格へと導いてきました。
2021年度入試から、いよいよ大学入試が変わります。従来の知識・技能だけでなく、思考力・判断力・表現力がより重視さ
れていきます。
「浜松北高校進学倶楽部」では、各教科の本質の理解を促し、
「論理的で柔軟な思考力」を育てる指導を行い
ます。高校受験突破だけで終わるのではなく、大学入試の礎となる力を養成します。
河合塾で、先を見据えた学習をしましょう！

2019年度 河合塾合格実績（一部抜粋）
国公立大学

私立大学

東京大学 ………1,263名

大阪大学 …………829名

京都大学 ………1,310名

国公立大医学部医学科※
……………合計1,630名

名古屋大学 ………739名

慶應義塾大学……3,458名

早稲田大学……5,728名

※この合格実績は、2019年度入試における河合塾グループ関連法人の生徒の合格状況についてまとめたもの
です。各大学の合格者数は、河合塾グループ関連法人在籍者および講習受講生の集計であり、公開模試の
みの受験生は含まれていません。ただし、一人で複数の大学・学部・学科に合格した場合は、それぞれ合格者
として計上しています。

※防衛医科大学校を含む

浜松北高校 進学倶楽部 申込方法・会費

参加特典
●2020年度

下記の「
『個人情報の保護に関する事項』について」に同意いただいたうえでお申し込みください。
● 受付開始日／8月1日
（木）
受付開始
● 申 込 方 法／河合塾浜松校2階窓口に下段の申込書をご記入のうえ、受講料とともにご提出く
ださい。
※体験ゼミのみご参加の場合は、インターネット・お電話でもお申し込みいただけます。（

高校グリーンコース

入塾時の入塾金
●2020年度

0120-748-191）

入会金免除

体験ゼミは参加無料です

● 受 付 時 間／10：00～18：00
● 受 講 料／全5回分＋弱点分野克服ゼミ 20,000円（教材費・消費税を含みます。）

半額免除

新高1 春期講習※
1講座

無料

（2019年度受講料13,900円）
※浜松校設置の講座が対象です。

「個人情報の保護に関する事項」について
河合塾グループは、お客様が記入された個人情報を厳重に取り扱い、適正な個人情報の管理を実施します。

お申し込み・
お問い合わせ先

⑦中学生以下の方の個人情報の提供
ご本人が満14歳未満の方、
もしくは幼児から中学生までのサービスで、個人情
報を河合塾グループに提供される際は、必ずその保護者（法定代理人を含む）
の方の同意のもとでご提供ください。
⑧個人情報管理責任者
学校法人 河合塾 顧客情報管理部長
⑨個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
学校法人 河合塾 顧客情報管理部
0120-735-041
E-mail：kokyaku@kawai-juku.ac.jp
受付時間：12：00～18：00（日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません。
）
＊お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利
用いたします。
＊正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

④個人情報の共同利用
「個人情報の取り扱いに関する契約」
を取り交わした河合塾グループ内の法人
（教育関連事業を営む学校法人と株式会社）が、河合塾グループからのご案内
のため共同利用します。共同利用する法人の範囲は河合塾グループホームペー
ジをご覧ください。
https：//www.kawaijuku.jp/privacy/#about_shared
⑤個人情報の取り扱いの委託
個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グループ内の法人以外に委
託する場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、
「個人情報の取り扱いに関する契約」
を取り交わすとともに適正な管理および
監督を行います。
⑥ご自分以外の方の個人情報の提供
お客様がご自分以外の方の個人情報を河合塾グルｰプに提供される際には、必
ずその方に、個人情報を提供すること、および提供される情報の利用目的につ
いてご説明になり、その方の同意を得たうえで、
ご提供ください。

①利用目的
・お申し込み手続き、および確認の連絡
・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、および各種アンケー
トなどによる資料作成協力の依頼
なお、記入された「カナ氏名」
「生年月日」などの項目を利用して、河合塾グルー
プが主催する講習、模擬試験、イベントなどへのご参加の履歴情報と結びつけ、
進学や進路選定、および学校生活にお役に立つ情報の提供をはじめとする河
合塾グループからの各種ご案内をさせていただくこともございます。
②個人情報提供の任意性
個人情報の提供は任意です。ただし、提供されない個人情報がある場合、上記
①の利用目的に記載の諸手続きや処理、
またサービス提供などに支障が生じる
場合があります。あらかじめご了承ください。
③個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申し出ください。速やか
に必要な手続きをお取りいたします。

河合塾 浜松校

（学）河合塾主催

0120-748 -191
フリーダイヤル受付時間

〒430-0944 浜松市中区田町326-19

www.kawai-juku.ac.jp

交通

10：00～18：00

●JR東海道本線浜松駅北口から徒歩7分
●遠鉄第一通り駅から徒歩1分

中3生対象 浜松北高校 進学倶楽部 参加申込書

河合塾グループでは、お客様の個人情報を厳重
に取り扱い、適正な管理を実施します。上記「『個
人情報の保護に関する事項』について」
をご覧に
なり、
ご本人と保護者の方は以下のそれぞれに
チェックを入れてご提出ください。

●個人情報の取り扱いについて、
ご本人
□「同意します」 □「同意しません」
●個人情報の取り扱いについて、
保護者の方
□「同意します」 □「同意しません」
受付番号

○印を付けてください。

申込内容

講座名称

体験ゼミ＆倶楽部説明会

浜松北高校 進学倶楽部

全5回

性

生徒
氏名

別

生年月日
（西暦）
〒

受講料

浜松北高校 進学倶楽部

フリガナ

住

※必要事項をご記入ください。

ー

中学校名

所

男・女
200

無 料

20,000円
志望校

高校

年

月
立

日
中学校

フリガナ
受付日

担当者

電話番号

（

）

ー

保護者
氏 名

（自署）

