KIUA
Summer Courses
July 10 - 21
2017
SAT Reading Class
9:00 ~ 12:00

Instructor: Allison Minami

One of the most important things you can do to improve your SAT
critical reading skills is to be able to identify the main idea and to
find the best possible answer among the choices given (unlike the
Math section where you need to find exactly right answer). Learn
more about how to do this and other strategies to improve your
SAT score and admissions chances to the school of your choice.
ＳＡＴリーディングで要求されるのは文中で最も重要
なポイントはどこにあるかを判別する読解力です。数
学などの試験とは異なり、選択問題形式なので選択
肢の中から正解を導き出す方法やその他の攻略法を
指導します。

＜ Program Fee プログラム料金 ＞
Early Bird

早割料金（6/16 まで）

￥30,000

Regular Fee

通常料金

￥33,000

※ Additional facilities fee (5,000 yen) is required for non-KIUA students
ＫＩＵＡに在籍されていない生徒は別途施設料（5,000円）が必要になります。

※ Maximum number of students: 20

申込定員：２０名

TOEFL Class
9:00 ~ 12:00

Instructor: Tony Barrera

If you are a non-native English speaker and you are applying to a US college, a strong TOEFL score can improve your admissions chances and possibly help secure a scholarship. More selective colleges will require higher TOEFL scores. In the TOEFL preparation class, you will learn strategies and tips as well as drill on practice
questions to better position you for success on the TOEFL test and for studying overseas.
(Requirement: Students must have a minimum score of 420 on TOEFL (PBT) or equivalent )
米国へ進学や留学を希望する英語を母国語としない学生にとって高得点は合格の可能性
を高めるばかりではなく、奨学金を得るチャンスにもなります。ＴＯＥＦＬ対策クラスでは模擬
試験の他、戦略やコツを指導し、試験での高得点獲得を目指し、希望の大学への進学と後
の海外生活の成功の足掛かりを作ります。
（受講条件：ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）４２０点以上または同等）

＜ Program Fee プログラム料金 ＞
Early Bird

早割料金（6/16 まで）

￥30,000

Regular Fee

通常料金

￥33,000

※Additional facilities fee (5,000 yen) is required for non-KIUA students
ＫＩＵＡに在籍されていない生徒は別途施設料（5,000円）が必要になります。

※ Maximum number of students: 20

申込定員：２０名

SAT Math Class
13:00 ~ 16:00

Instructor: Yuhei Minami
A high SAT Math score can often mean scholarship money. That is, if you take the
time to prepare, your strong SAT Math performance will likely be rewarded later
through scholarship money. Furthermore, a high SAT Math score helps to distinguish
you from other strong candidates. As a self-directed learner, take the initiative this
summer to prepare and position yourself for future success.
(Requirement: Students must have taken both Algebra 1 and Geometry)
ＳＡＴ数学での高得点獲得はしばしば奨学金取得と直結しています。
とすれば、この夏の頑張りが奨学金という形で返ってくると言えます。
そればかりでなく、数学は他の入学希望者との差をつけることのできる
試験科目ですので、積極的に取り組んだ学生が大学試験で成功を
収める者となるでしょう。

（受講条件：代数１ と 幾何学 を履修済み）

＜ Program Fee プログラム料金 ＞
Early Bird

早割料金（6/16 まで）

￥30,000

Regular Fee

通常料金

￥33,000

※Additional facilities fee (5,000 yen) is required for non-KIUA students
ＫＩＵＡに在籍されていない生徒は別途施設料（5,000円）が必要になります。

※ Maximum number of students: 20

申込定員：２０名

Cut here

KIUA 2017 SUMMER COURSES REGISTRATION
2017年 ＫＩＵアカデミー サマークラス 申込書
Please fill in the required fields, and put a check on the appropriate boxes.
必要事項をご記入の上、該当のある □ にチェック印を付けてください。

About the Applicant
参加申込者について
Full Name
氏名（フリガナ）

Course Selection
申込内容

Address
現住所
〒

Date of Birth (YYYY/MM/DD)

Grade Level
学年

Gender
性別

生年月日

ＭＳ （6・7・8）

ＨＳ （９・１０・１１・１２）

□ SAT Reading
□ SAT Math
□ TOEFL (420 minimum score required)

西暦

年
Male

Female

□男

□女

月

日

School Name:
学校名：

Parents’ Daytime Contact Information
保護者（日中の）連絡先

Cut here

Parent or Guardian (Full name with Japanese Furigana)
保護者（フリガナまたはローマ字）

Relationship with the Applicant
続柄

Place of Employment
勤務先

Address of Place of Employment
勤務地

Phone Number (Work)
電話番号（勤務先）

Phone Number (Cell Phone)
電話番号（携帯電話）

Email Address:
メールアドレス：

Program Fees

プログラム料金

□ [Early Bird ・ 早割] SAT Reading (6/16 まで)
□ [Early Bird ・ 早割] SAT Math (6/16 まで)
□ [Early Bird ・ 早割] TOEFL (6/16 まで) (420 minimum score required)

￥30,000
￥30,000
￥30,000

□ SAT Reading
□ SAT Math
□ TOEFL (420 minimum score required)

￥33,000
￥33,000
￥33,000

□ 施設料（ＫＩＵＡに在籍されていない生徒のみ）Facilities Fee

￥5,000

Total 合計金額
Application Deadline:

June 30 (Friday) 17:00

Cut here

申込み締切日:
6月30日（水曜日）午後5時
※ Applications will be closed once the class limit is reached. Apply quickly to secure a seat!
お申込みは定員になり次第締め切らせていただきます。参加をご希望の方はお早めにお申込みください。

How to Apply 申込方法
Fill in this form and hand it in to the Reception
Office along with the applicable fee.
If you are unable to come to school to apply,
send the application by fax and contact the
office by phone.
申込書に必要事項を記入していただき、
ＫＩＵＡ受付まで参加料金を添えてお申込
みください。直接学校までお申込みが出来
ない方は、申込書をＦＡＸしていただき、電
話でご連絡ください。
申込先
京都インターナショナルユニバーシティー
アカデミー受付 〒610-0311京都府京
田辺市草内一ノ坪1-１ Ｔｅｌ：0774-640804 Ｆａｘ：0774-64-0805

Where to Apply

.

振込み先
京都銀行・大住支店・普通預金3990171
京都インターナショナルユニバーシティー

For Bank Transfers

