
 ２０２０年度　Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ　指導要項一覧

【Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ】
学年 科目 曜日 時間

算数 日（月１回） 17:00～17:45

図形

日（月１回） 18:00～18:30

算数

土 20:10～20:40

算数 日（月１回） 18:30～19:15

算数 日（月１回） 18:10～18:45

国語 土 20:00～20:25

算数 土 18:30～19:55

小４
小５

算数 日（月１回） 20:00～20:50

算数 日（月１回） 18:30～19:20

国語 土 20:40～21:05

算数 日（月１回） 18:00～18:30

図形

日（月１回） 20:15～21:00

算数 土 12:05～13:30

○年間登録料2,000円（税抜）が必要です。

ただし、アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。（入学金・年間登録料をお支払い頂いていない方は除く）

◇小３『Road to 算オリ～キッズＢＥＥメダリストからジュニア算オリファイナリストへの道』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/13　（10月分）10/11　（11月分）11/22　（12月分）12/6　（１月分）1/24

◇小３『Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講　中学受験算数「図形のイロハ」』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/6　（10月分）10/4　（11月分）11/8　（12月分）11/29　（１月分）1/10

◇小４『Road to 算オリ～小４ジュニア算オリファイナリストへの道』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/13　（10月分）10/11　（11月分）11/22　（12月分）12/6　（１月分） 1/24

◇小４『難関算数ＣＬＵＢ』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/6　（10月分）10/4　（11月分）11/8　（12月分）11/29　（１月分）1/10

◇『算数オリンピックメダリストへの道』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/20　（10月分）10/18　（11月分）11/15　（12月分）12/13　（１月分）1/31

◇小５『Road to 算オリ～小５ジュニア算オリファイナリストから算オリファイナリストへの道』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/20　（10月分）10/18　（11月分）11/15　（12月分）12/13　（１月分）1/31

◇小５『灘中トライアル』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/13　（10月分）10/11 　（11月分）11/22　（12月分）12/13　（１月分）1/24

◇小５『Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講　超難関図形～for灘・甲陽・神戸女学院～』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/6　（10月分）10/4　（11月分）11/8　（12月分）11/29　（１月分）1/10

◇小４『小４　オンライン　バイパスメイン算数』

・進学館オープン模試を受験して頂くことができます。

・小４算数の予習・復習動画を視聴して頂くことができます。

・「小４　朝の計算日々プリ」を毎月無料でお渡し致します。

・２０２１年２月までに、進学館の講座（Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ・進研ゼミを除く）を取得する場合、入学金が無料となります。

◆Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅの上記の講座（小４・小５『中学受験トップレベル算数Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』を除く）は、進学館のメイン講座と併用される場合は、学費は半額となります。

小４・小５『中学受験トップレベル算数Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』はＥ-Ｌｅｃｔｕｒｅを除く進学館の講座と併用される場合は、学費は半額となります。

◇お申込方法および学費等お支払い方法は、下記の通りです。

《校内生》
１．MYページよりE-Lecture Playerをダウンロードし、動作確認を行って下さい。

※パソコン：Windows 8.1 Classic・10　MacOS High Sierra 10.13以降　iPad：iOS 12以降　Android：7以降（対応端末のみインストール可能）

接続環境：常時接続のブロードバンド（iPadの場合はWi-Fiでの接続）を推奨しています。

※パソコン等の環境によってはご受講頂けない場合がございます。お申し込みまでに必ず動作確認を行って下さい。

２．専用申込書をご提出下さい。

３．手続きが完了しましたら、受講に必要なID・パスワード・テキスト等をお手元に届くように致します。

※校内生の方の学費は、口座振替となります。

（指定金融機関１日、その他の金融機関５日となります。ただし、口座振替日が土・日・祝祭日の場合は、翌営業日の口座振替となります。）

《一般生》
１．ご案内するサイトよりE-Lecture Playerをダウンロードし、動作確認を行って下さい。

※パソコン：Windows 8.1 Classic・10　MacOS High Sierra 10.13以降　iPad：iOS 12以降　Android：7以降（対応端末のみインストール可能）

接続環境：常時接続のブロードバンド（iPadの場合はWi-Fiでの接続）を推奨しています。

※パソコン等の環境によってはご受講頂けない場合がございます。お申し込みまでに必ず動作確認を行って下さい。

２．「基本情報登録・変更届」（アップ教育企画の他の部門にお通いでない方のみ）・「受講申込書」をご提出下さい。〈ＦＡＸ可〉

３．お振り込みのご案内を郵送致します。お手数ですが、指定口座にご入金下さい。

４．お振り込みの控えをＦＡＸ（0798-64-1575）して下さい。

　事務局で入金が確認できましたら、受講に必要なID・パスワードを登録致します。

※ID・パスワード・テキスト等は郵送にてお手元に届くように致します。

◇講座は月ごとに変更を承ります。変更締切は前月２０日までとなっております。

専用申込書が必要になりますので、各校事務局にお知らせ下さい。

◆詳しくは、進学館西宮北口校事務局(TEL：0798-64-1800)までお問い合わせ下さい。

講座名

Road to 算オリ
～キッズＢＥＥメダリストからジュニア算オリファイナリストへの道

３年生までの図形問題総まとめ

Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講　中学受験算数「図形のイロハ」

小４　オンライン　バイパスメイン算数

Road to 算オリ
～小４ジュニア算オリファイナリストへの道

難関算数ＣＬＵＢ

灘中国語対策講座

～全国で＆自宅でできる！灘中レベル対策～
中学受験トップレベル算数Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ

算数オリンピックメダリストへの道

Road to 算オリ
～小５ジュニア算オリファイナリストから算オリファイナリストへの道

灘中国語対策講座

灘中トライアル

Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ特講
超難関図形～for灘・甲陽・神戸女学院～

～全国で＆自宅でできる！灘中レベル対策～
中学受験トップレベル算数Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ

小３

小４

小５

  『中学受験算数「図形のイロハ」』については、受講された月から１月分まで一括納入となります。

  なお、原則として途中でご受講をやめられた場合、 返金は致しません。予めご了承下さい。

  『超難関図形』については、受講された月から１月分まで一括納入となります。

　なお、原則として途中でご受講をやめられた場合、返金は致しません。予めご了承下さい。

  『小４　オンライン　バイパスメイン算数』については、受講された月から１月分まで一括納入とな

ります。

2020-10-31 1 / 2 ページ



 ２０２０年度　Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ　指導要項一覧

【Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ】
学年 科目 曜日 時間

３科
土 21:15～21:55

３科 土 21:15～21:55

灘中入試実践演習 ３科

甲陽学院中入試実践演習 ３科

神戸女学院中入試実践演習 ４科

関西学院中入試実践演習 ３科

○年間登録料2,000円（税抜）が必要です。

　 ただし、アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は必要ございません。（入学金・年間登録料をお支払い頂いていない方は除く）

【灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ・甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ】
◇小６『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』の日程は下記の通りです。

（９月分）9/12 ・ 9/19 ・ 10/3　（10月分）10/10 ・ 10/17 ・ 10/24 　（11月分）11/7 ・ 11/14 ・ 11/21　（12月分）11/28 ・ 12/12 ・ 12/19　（１月分） 1/9

◇小６『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』は科目ごとの取得も可能です。（ただし１月は全員３科目受講となります。）

　 科目ごとの日程と学費・指導関連費は下記の通りです。

　◆ 『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』

　 　算数：（９月分）9/12 　（10月分）10/10 　（11月分）11/7　 （12月分）11/28　 （１月分） 1/9※３科目

　 　国語：（９月分）9/19 　（10月分）10/17 　（11月分）11/14　（12月分）12/12　（１月分） 1/9※３科目

　 　理科：（９月分）10/3 　（10月分）10/24 　（11月分）11/21　（12月分）12/19　（１月分） 1/9※３科目

　◆ 『甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』

　　 算数：（９月分）10/3 　（10月分）10/24 　（11月分）11/21　（12月分）12/19　（１月分） 1/9※３科目

　 　国語：（９月分）9/12 　（10月分）10/10 　（11月分）11/7　 （12月分）11/28　 （１月分） 1/9※３科目

　 　理科：（９月分）9/19 　（10月分）10/17 　（11月分）11/14　（12月分）12/12　（１月分） 1/9※３科目

◇『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』は、希望月より取得が可能です。学費は残り回数分を一括納入となります。

　 なお、原則として途中で受講をやめられた場合、返金は致しません。予めご了承下さい。

　 また、１０月以降は「初回から」または「申込月から」をお選び頂けます。

　 「初回から」をお選び頂いた場合、実施済みのライブ授業以外のコンテンツをすべてご利用頂けます。

☆『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』は、進学館の講座と併用されるか、アップ教育企画の他の部門にお通いの場合は、学費は半額となります。

【入試実践演習】
◇小６『灘中入試実践演習』・『甲陽学院中入試実践演習』・『神戸女学院中入試実践演習』・『関西学院中入試実践演習』の日程等は下記の通りです。

　 実践テストは進学館の各校舎、もしくはご自宅で受験して頂きます。

　◆ 『灘中入試実践演習』

（11月分）　＜実践テスト（各校舎で実施）＞１日目：11/18･･･17:00～20:20　２日目：11/19･･･17:00～19:20　　＜Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ＞11/19･･･20:30～21:30

（12月分）　＜実践テスト（各校舎で実施）＞１日目：12/4･･･17:00～20:20　２日目：12/5･･･13:00～15:20　　　 ＜Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ＞12/5･･･18:00～19:00　　　　　　　　　　

（11月分）　＜実践テスト（各校舎で実施）＞１日目：11/18･･･17:00～20:25　２日目：11/19･･･17:00～19:00　　＜Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ＞11/19･･･20:30～21:30

（12月分）　＜実践テスト（各校舎で実施）＞１日目：12/4･･･17:00～20:25　２日目：12/5･･･13:00～15:00　　　 ＜Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ＞12/5･･･18:00～19:00　　　　　　　　　　

（11月分）　＜実践テスト（各校舎で実施）＞11/18･･･17:00～21:00　　＜Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ＞11/19･･･16:30～17:30

（12月分）　＜実践テスト（各校舎で実施）＞12/4･･･17:00～21:00　　 ＜Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ＞12/5･･･11:00～12:00　　　　　　　　　　

（11月分）　＜実践テスト（各校舎で実施）＞11/18･･･17:00～20:25　　＜Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ＞11/19･･･16:30～17:30

（12月分）　＜実践テスト（各校舎で実施）＞12/4･･･17:00～20:25　　 ＜Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ＞12/5･･･11:00～12:00　　　　　　　　　　

◇『入試実践演習』は科目ごとの取得も可能です。ご希望の方はお問い合わせ下さい。

◇『入試実践演習』については、受講された月から１２月分までの学費が一括納入となります。なお、原則として途中で受講をやめられた場合、返金は致しません。予めご了承下さい。

☆『入試実践演習』は、進学館のメイン講座を取得している場合は、学費は半額となります。また、一括納入ではなく、月々のお支払いとなります。

☆『灘中入試実践演習』・『甲陽学院中入試実践演習』は、『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・『甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』を取得している場合は、学費は半額となります。

◇講座は月ごとに変更を承ります。変更締切は前月２０日までとなっております。専用申込書が必要になりますので、各校事務局にお知らせ下さい。

　 『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』と『甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』、『灘中入試実践演習』と『甲陽学院中入試実践演習』は、講座間での変更が可能となっております。

　 （科目ごとに取得される場合は、同じ科目間での変更に限ります。）

◇お申込方法および学費等お支払い方法は、下記の通りです。
《校内生》
１．MYページよりE-Lecture Playerをダウンロードし、動作確認を行って下さい。
　　※パソコン：Windows 8.1 Classic・10　MacOS High Sierra 10.13以降　iPad：iOS 12以降　Android：7以降（対応端末のみインストール可能）
　　　 接続環境：常時接続のブロードバンド（iPadの場合はWi-Fiでの接続）を推奨しています。
　　※パソコン等の環境によってはご受講頂けない場合がございます。お申し込みまでに必ず動作確認を行って下さい。
２．専用申込書をご提出下さい。
３．手続きが完了しましたら、受講に必要なID・パスワード・テキスト等をお手元に届くように致します。
　　※校内生の方の学費は、口座振替となります。
　　 （指定金融機関１日、その他の金融機関５日となります。ただし、口座振替日が土・日・祝祭日の場合は、翌営業日の口座振替となります。）

《一般生》
１．ご案内するサイトよりE-Lecture Playerをダウンロードし、動作確認を行って下さい。
　　※パソコン：Windows 8.1 Classic・10　MacOS High Sierra 10.13以降　iPad：iOS 12以降　Android：7以降（対応端末のみインストール可能）
　　　 接続環境：常時接続のブロードバンド（iPadの場合はWi-Fiでの接続）を推奨しています。
　　※パソコン等の環境によってはご受講頂けない場合がございます。お申し込みまでに必ず動作確認を行って下さい。
２．「基本情報登録・変更届」（アップ教育企画の他の部門にお通いでない方のみ）・「受講申込書」をご提出下さい。〈ＦＡＸ可〉
３．お振り込みのご案内を郵送致します。お手数ですが、指定口座にご入金下さい。
４．お振り込みの控えをＦＡＸ（0798-64-1575）して下さい。
　　事務局で入金が確認できましたら、受講に必要なID・パスワードを登録致します。
     ※ID・パスワード・テキスト等は郵送にてお手元に届くように致します。

◆詳しくは、進学館西宮北口校事務局(TEL：0798-64-1800)までお問い合わせ下さい。

講座名

灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ

甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ

　◆ 『甲陽学院中入試実践演習』

　◆ 『神戸女学院中入試実践演習』

　◆ 『関西学院中入試実践演習』

小６

ユニット 下記をご参照下さい。

 『灘中Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』・ 『甲陽学院Ｅ-Ｌｅｃｔｕｒｅ』については、受講された月から１月分まで一括納入となります。

  なお、原則として途中でご受講をやめられた場合、 返金は致しません。予めご了承下さい。
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