
新横浜校：ＦＡＸ：045-474-1991 記入日

学籍番号 生徒氏名

◆受講コースの□に☑または■をしてください。 ◆受験大学・学科、入試方式を記載してください。

■推薦入試対策　90分＝1コマ：6,300円

受講開始日 受講終了日

■日本体育大対策コース 9/9～12/2　※児童スポーツ・保健医療学部は11/22まで

時間帯 月 木 金 時間帯 土 時間帯 日

18：00～ □保体知識事項① □保体知識事項② □面接 14：00～ □文章読解 10：00～ □保体知識事項②

19：40～ □小論文 □面接 □小論文 15：40～ □小論文 11：40～ □面接

※月曜日と土曜日の保体知識事項は同一内容となります。 17：40～ □保体知識事項① 14：00～ □文章読解

※木曜日と日曜日の保体知識事項は同一内容となります。 19：20～ □面接 15：40～ □小論文

■東海大対策コース 9/9～11/14まで

時間帯 月 木 金 時間帯 土 時間帯 日

18：00～ □小論文 □実技 □小論文 14：00～ □保体知識事項 10：00～ □文章読解

19：40～ □面接 □実技 □面接 15：40～ □面接 11：40～ □小論文

※実技授業に関してましては2コマ連続での受講をお願いします。 17：40～ □文章読解 14：00～ □保体知識事項

19：20～ □小論文 15：40～ □面接

■体育大総合コース 9/9～各大学入試直前まで

時間帯 月 木 金 時間帯 土 時間帯 日

18：00～ □保体知識事項① □保体知識事項② □面接 14：00～ □文章読解 10：00～ □保体知識事項②

19：40～ □小論文 □面接 □小論文 15：40～ □小論文 11：40～ □面接

※月曜日と土曜日の保体知識事項は同一内容となります。 17：40～ □保体知識事項① 14：00～ □文章読解

※木曜日と日曜日の保体知識事項は同一内容となります。 19：20～ □面接 15：40～ □小論文

※推薦入試対策は各大学の入試直前までお支払いいただきます。

※受講日数や通学曜日を追加する際は、再度申請書をご提出ください。

※その他、ご質問がありましたら下記、担当者までお問い合わせください。

■欠席日について 【欠席日】記入欄

※受講に際し、事前に受講できない日（欠席日）を記載していただくと減額いたします。

※受講申請後、やむを得ない理由により欠席する場合は振替が可能です。

　振替に関しては受講日の3日前までの申請になりますのでご注意ください。

受講に関する問合せ：TEL045-474-1171　担当：有坂（ありさか）・田﨑（たさき）・望月（もちづき）

2019年　　　　　月　　　　　日 保護者氏名 ㊞

休講日 9/16（月）・9/23（月）・10/14（月）・11/4（月）・11/23（土）

推薦入試対策

受講日数
　　　週　　　　　　　日

　　　週　　　　　　コマ

授業実施期間 9/9　～　各大学入試直前まで

体育進学センター新横浜校現役科　２期（推薦入試コース）受講申請用紙

2019　年　　　　月　　　　日

195

□日本体育大対策コース　□東海大対策コース　□体育大総合コース 受験大学：

　月　　　日 ※コースによって異なります

□個別対応コース　□高2・1コース（□推薦コース・□個別対応コース） 入試方式：

□　推薦入試対策コース



新横浜校：ＦＡＸ：045-474-1991 記入日

学籍番号 生徒氏名

◆受講コースの□に☑または■をしてください。 ◆受験大学・学科、入試方式を記載してください。

■推薦入試対策　90分＝1コマ：6,300円

受講開始日 受講終了日

■日本体育大対策コース 9/9～12/2　※児童スポーツ・保健医療学部は11/22まで

時間帯 月 木 金 時間帯 土 時間帯 日

18：00～ □保体知識事項① ■保体知識事項② □面接 14：00～ ■文章読解 10：00～ □保体知識事項②

19：40～ □小論文 ■面接 □小論文 15：40～ ■小論文 11：40～ □面接

※月曜日と土曜日の保体知識事項は同一内容となります。 17：40～ ■保体知識事項① 14：00～ ■文章読解

※木曜日と日曜日の保体知識事項は同一内容となります。 19：20～ ■面接 15：40～ ■小論文

■東海大対策コース 9/9～11/14まで

時間帯 月 木 金 時間帯 土 時間帯 日

18：00～ □小論文 □実技 □小論文 14：00～ □保体知識事項 10：00～ □文章読解

19：40～ □面接 □実技 □面接 15：40～ □面接 11：40～ □小論文

※実技授業に関してましては2コマ連続での受講をお願いします。 17：40～ □文章読解 14：00～ □保体知識事項

19：20～ □小論文 15：40～ □面接

■体育大総合コース 9/9～各大学入試直前まで

時間帯 月 木 金 時間帯 土 時間帯 日

18：00～ □保体知識事項① □保体知識事項② □面接 14：00～ □文章読解 10：00～ □保体知識事項②

19：40～ □小論文 □面接 □小論文 15：40～ □小論文 11：40～ □面接

※月曜日と土曜日の保体知識事項は同一内容となります。 17：40～ □保体知識事項① 14：00～ □文章読解

※木曜日と日曜日の保体知識事項は同一内容となります。 19：20～ □面接 15：40～ □小論文

※推薦入試対策は各大学の入試直前までお支払いいただきます。

※受講日数や通学曜日を追加する際は、再度申請書をご提出ください。

※その他、ご質問がありましたら下記、担当者までお問い合わせください。

■欠席日について 【欠席日】記入欄

※受講に際し、事前に受講できない日（欠席日）を記載していただくと減額いたします。

※受講申請後、やむを得ない理由により欠席する場合は振替が可能です。

　振替に関しては受講日の3日前までの申請になりますのでご注意ください。

受講日数
　　　週　　　　3　　　日

　　　週　　　　8　　コマ

受講に関する問合せ：TEL045-474-1171　担当：有坂（ありさか）・田﨑（たさき）・望月（もちづき）

2019年　　　　　9　月　　　9　日 保護者氏名 体進　太郎　　　　　㊞

授業実施期間 9/9　～　各大学入試直前まで

休講日 9/16（月）・9/23（月）・10/14（月）・11/4（月）・11/23（土）

推薦入試対策

□個別対応コース　□高2・1コース（□推薦コース・□個別対応コース） 入試方式：　一般推薦

　推薦入試対策コース 　9　月　　9　日 ※コースによって異なります

体育進学センター新横浜校現役科　２期（推薦入試コース）受講申請用紙

2019　年　　　9　月　　　9　日

195 体進　新横

■日本体育大対策コース　□東海大対策コース　□体育大総合コース 受験大学：　日本体育大学　体育学科



新横浜校：ＦＡＸ：045-474-1991 記入日

学籍番号 生徒氏名

◆受講コースの□に☑または■をしてください。

■一般入試対策　90分＝1コマ：4,500円

受講開始日 受講終了日

授業実施期間 休講日

■東海大・順天堂大・日本大コース

時間帯 月 火 水 木 時間帯 土 日

18：00～ □英語/□実技 □英語 □英語 □現代文/□実技 14：00～ □英語 □現代文

19：40～ □英語/□実技 □現代文 □英語 □英語/□実技 15：40～ □英語 □現代文

※実技授業に関してましては2コマ連続での受講をお願いします。 17：40～ □現代文 □英語

19：20～ □現代文 □英語

■日本体育大・国士舘大・日本女子体育大コース

時間帯 月 火 水 木 時間帯 土 日

18：00～ □英語/□実技 □現代文 □英語 □英語/□実技 14：00～ □現代文 □英語

19：40～ □英語/□実技 □英語 □英語 □現代文/□実技 15：40～ □現代文 □英語

※実技授業に関してましては2コマ連続での受講をお願いします。 17：40～ □英語 □現代文

19：20～ □英語 □現代文

■土日集中対策コース【私立】

時間帯 土 時間帯 日 時間帯 土 時間帯 日

14：00～ □英語 14：00～ □現代文 14：00～ □現代文 14：00～ □英語

15：40～ □英語 15：40～ □現代文 15：40～ □現代文 15：40～ □英語

17：40～ □現代文 17：40～ □英語 17：40～ □英語 17：40～ □現代文

19：20～ □現代文 19：20～ □英語 19：20～ □英語 19：20～ □現代文

■土日集中対策コース【国立】 ■日曜実技特訓コース

時間帯 土 時間帯 日 時間帯 日

14：00～ □英語 11：30～ □保体論述 18：00～ □実技

15：40～ □英語 14：00～ □現代文 19：40～ □実技

17：40～ □現代文 15：40～ □現代文

19：20～ □現代文 17：40～ □英語

19：20～ □英語

※受講数や通学曜日を追加する際は、再度申請書をご提出ください。

※その他、ご質問がありましたら下記、担当者までお問い合わせください。

■欠席日について 【欠席日】記入欄

※受講に際し、事前に受講できない日（欠席日）を記載していただくと減額いたします。

※受講申請後、やむを得ない理由により欠席する場合は振替が可能です。

振替に関しては受講日の3日前までの申請になりますのでご注意ください。

2019年 月 日 保護者氏名 ㊞

一般入試対策

受講日数
週 日

週 コマ

受講に関する問合せ：TEL045-474-1171　担当：有坂（ありさか）・田﨑（たさき）・望月（もちづき）

体育進学センター新横浜校現役科　2期・3期（一般入試コース）受講申請用紙

2019　年 月 日

195

□東海大・順天堂大・日本大コース　□日本体育大・国士舘大・日本女子体育大コース　□土日集中コース（私立・国立）　□日曜実技特訓コース

【私立】（東海大・順天堂大・日本大） 【私立】（日本体育大・国士舘大・日本女子大）

※東海大・日体大・国士舘大学など実技種目を中心に

代々木校と合同で実施予定となります。

※実技施設は週によって異なります。

　一般入試対策コース 　月 日 1/27迄

10/14（月）・11/4（月）・11/23（土）・1/13（月）10/7　～　1/27（2期・3期）※冬期特訓期間を除く



新横浜校：ＦＡＸ：045-474-1991 記入日

学籍番号 生徒氏名

◆受講コースの□に☑または■をしてください。

■一般入試対策　90分＝1コマ：4,500円

受講開始日 受講終了日

授業実施期間 休講日

■東海大・順天堂大・日本大コース

時間帯 月 火 水 木 時間帯 土 日

18：00～ □英語/■実技 □英語 ■英語 □現代文/□実技 14：00～ ■英語 □現代文

19：40～ □英語/■実技 □現代文 ■英語 □英語/□実技 15：40～ ■英語 □現代文

※実技授業に関してましては2コマ連続での受講をお願いします。 17：40～ ■現代文 □英語

19：20～ ■現代文 □英語

■日本体育大・国士舘大・日本女子体育大コース

時間帯 月 火 水 木 時間帯 土 日

18：00～ □英語/□実技 □現代文 □英語 □英語/□実技 14：00～ □現代文 □英語

19：40～ □英語/□実技 □英語 □英語 □現代文/□実技 15：40～ □現代文 □英語

※実技授業に関してましては2コマ連続での受講をお願いします。 17：40～ □英語 □現代文

19：20～ □英語 □現代文

■土日集中対策コース【私立】

時間帯 土 時間帯 日 時間帯 土 時間帯 日

14：00～ □英語 14：00～ □現代文 14：00～ □現代文 14：00～ □英語

15：40～ □英語 15：40～ □現代文 15：40～ □現代文 15：40～ □英語

17：40～ □現代文 17：40～ □英語 17：40～ □英語 17：40～ □現代文

19：20～ □現代文 19：20～ □英語 19：20～ □英語 19：20～ □現代文

■土日集中対策コース【国立】 ■日曜実技特訓コース

時間帯 土 時間帯 日 時間帯 日

14：00～ □英語 11：30～ □保体論述 18：00～ □実技

15：40～ □英語 14：00～ □現代文 19：40～ □実技

17：40～ □現代文 15：40～ □現代文

19：20～ □現代文 17：40～ □英語

19：20～ □英語

※受講数や通学曜日を追加する際は、再度申請書をご提出ください。

※その他、ご質問がありましたら下記、担当者までお問い合わせください。

■欠席日について 【欠席日】記入欄

※受講に際し、事前に受講できない日（欠席日）を記載していただくと減額いたします。

※受講申請後、やむを得ない理由により欠席する場合は振替が可能です。

　振替に関しては受講日の3日前までの申請になりますのでご注意ください。

受講に関する問合せ：TEL045-474-1171　担当：有坂（ありさか）・田﨑（たさき）・望月（もちづき）

2019年　　　　　10　月　　　7　日 保護者氏名 体進　太郎　　　　　㊞

【私立】（東海大・順天堂大・日本大） 【私立】（日本体育大・国士舘大・日本女子大）

※東海大・日体大・国士舘大学など実技種目を中心に

代々木校と合同で実施予定となります。

※実技施設は週によって異なります。

一般入試対策

受講日数
　　　週　　　　　　　日

　　　週　　　　　　コマ

　一般入試対策コース 　10　月　　7　日 1/27迄

10/7　～　1/27（2期・3期）※冬期特訓期間を除く 10/14（月）・11/4（月）・11/23（土）・1/13（月）

体育進学センター新横浜校現役科　2期・3期（一般入試コース）受講申請用紙

2019　年　　　10　月　　　7　日

195 体進　新横

■東海大・順天堂大・日本大コース　□日本体育大・国士舘大・日本女子体育大コース　□土日集中コース（私立・国立）　□日曜実技特訓コース


	19受講申請用紙一般コース（新横浜）
	19受講申請用紙推薦コース（新横浜）

