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This course which helps students prepare for the SAT reasoning Test was redesigned in 2016,
and it now oﬀers a 50% increase in the total MATH score. We will provide instruction and
a review of the required academic skills with an emphasis on test-taking tips and strategies.
2016年5月より新しくなったSAT R Reasoning Testのスコアの半分を占めるSAT Mathの対策講座です。

Monday, June

6th

Monday, June

13th

Monday, June

20th

7:15 p.m. to 9:10 p.m.

7:15 p.m. to 9:10 p.m.

7:15 p.m. to 9:10 p.m.

Some Beginning
Math Facts

Solving Linear
Equation

Equations with More
Than One Variable

数学の基礎

1次方程式の解法

変数が複数ある方程式

Apply for this course now, and get revised MATH Workbook FREE!
(Excluding those who attended the MATH SAT course as the same textbooks are used.)
Math Workbook for the new SAT をお申込者にプレゼント。
(但し、５月のSAT対策講座に参加され、既にテキストをお渡しした方は対象外です)

FREE TRIAL!

12 years and above

Feel free to take FREE TRIAL. Choose one class from the above dates.
A value of 4,600 yen! (One free trial lesson per person, new students only.)

小学高学年以上

8 people maximum

初めての方は、上記３回のうちの１回（3,330円）を無料でお試し頂けます。

Let us help make your dream come true!

定員8名

5,000yen registration fee

毎月恒例の特別講義＆茶話会も開催中

入会手続金 5,000円

13,800yen for three classes per month

(1,080yen discount for current students of BKC.)

月謝13,800円(3回/月)

6/15 (水)・22 (水)・29 (水)

■特別講義「資本主義の未来」／10:00〜11:00 ■茶話会／11:00〜12:00
■対象／学生・社会人・保護者の方

他のコースを取っている方は月謝を1,080円引き

■料金／無料

■場所／BKC 平岸教室

〒0 62- 0 933 札 幌 市豊 平 区平岸 3 条16丁目1番 45号 マイハイム 天 神 山1階

TE L:(011)827- 6335 FA X:(011)827- 6336 E - mail:blooming@b kc .ne.jp

Application Form

2016年6月 BKC イベント参加申込書

Fill in all required items on your application.

お電話もしくは、この部分を切りとってご提出いただくか、用紙全体をFAXしてお申込みください。

Date of birth (生年月日)

Full Name

(

( 氏 名 )

Address

Phone Number (お電話番号)

〒

ー

)

ー

Fax Number (FAX番号)

(

( 住 所 )

)

ー

▼Check the boxes on the classes or parties you plan to participate in. (お申込みされる日の□にチェックの印をお付けください。)

SAT R MATH Prep Course

6/6 (月)・13 (月)・20(月)
19:15〜21:10

SAT R MATH Free Trial

6/6 (月)

19:15〜21:10

(Choose one class from the dates below)

6/13 (月)

19:15〜21:10

6/20 (月)
19:15〜21:10

6月 特別講義＆茶話会(大学生以上の方対象)

6/15 (水)

10:00〜12:00

6/22 (水)

10:00〜12:00

6/29 (水)

10:00〜12:00

