
1 HPに専願・奨学生用過去問のある中学・高校

〒

（ ） （ ） （ ）

※日程・会場の追加・変更には、主催者に従います。日程・会場は変わる場合もございますので、必ず前日にHPでご確認ください。
※受講料・テスト会費等、一旦受領しました代金につきましては、一切返金できませんので、ご了承ください。
※弊社では、著作権や物販上の各種トラブル、クレーム処理に関しましては、全て顧問弁護士、弁理士を通じてご連絡差し上げます。
※教室内の録画・録音・撮影などは全て禁止ですので、ご了承ください。
※当会または他の会員の方に暴言・暴力・ストーカー的行為等、迷惑となる行為がなされたと判断した場合、即退会して頂きますので、ご了承ください。
　（各種トラブル・クレームに関しては、全て顧問弁理士・弁護士を通じてご連絡差し上げます。）
※カーサでは個人情報保護法に基づき、申込書に記入いただいた個人情報は、講座・幼児テスト等の当社で提供するサービス以外の用途には使用致しません。
※この書類はカーサのﾚｯｽﾝ生・ﾃｽﾄ生(1回以上受験)･資料請求された方・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで各種お申し込みをされた方等にFAXしております。まちがいや不要の場合は下記に必ず記入をしてFAXをお送り下さい。
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福岡県 福岡第一高校

福岡県 福岡大学附属若葉高校

埼玉県 狭山ケ丘高校

埼玉県 細田学園高校

大分東明高校

東京都 東京芸大音楽部附属音楽高校 福岡県 明光学園高校 大分県 楊志館高校

東京都 藤村女子高校 福岡県 第一薬科大学付属高校 大分県

福岡県 東福岡高校 熊本県 東海大学付属熊本星翔高校

埼玉県 大妻嵐山高校 福岡県 博多女子高校 熊本県 慶誠高校

熊本学園大学付属高校

北海道 とわの森三愛高校 福岡県 筑陽学園高校 熊本県 熊本国府高校

宮城県 仙台城南高校 福岡県 中村学園女子高校 熊本県 鎮西高校

群馬県 共愛学園高校

北海道 北星学園大学附属高校 福岡県 筑紫女学園高校 熊本県

文徳高校

熊本県 熊本学園大学付属中学校 福岡県 西南学院高校 熊本県 ルーテル学院高校

熊本県 ルーテル学院中学校 福岡県 九州産業大学付属九州高校 熊本県

熊本信愛女学院高校

熊本県 真和中学校 福岡県 九州産業大学付属九州産業高校 熊本県 真和高校

熊本県 尚絅中学校 福岡県 福岡大学附属大濠高校 熊本県

海星高校（長崎県）

熊本県 熊本信愛女学院中学校 福岡県 八女学院高校 熊本県 九州学院高校

熊本県 九州学院中学校 福岡県 福岡舞鶴高校 長崎県

精華女子高校

広島県 銀河学院中学校 福岡県 福岡女学院高校 佐賀県 龍谷高校

滋賀県 比叡山中学校 福岡県 中村学園三陽高校 福岡県

立花高校

愛知県 名古屋国際中学校 山口県 宇部フロンティア大学付属香川高校 福岡県 東海大学附属福岡高校

愛知県 名古屋経済大学市邨中学校 広島県 AICJ高校 福岡県

福岡工業大学附属城東高校

愛知県 愛知工業大学名電中学校 岡山県 川崎医科大学附属高校 福岡県 筑紫台高校

東京都 東京立正中学校 兵庫県 神戸村野工業高校 福岡県

博多高校

東京都 聖徳学園中学校 京都府 京都芸術高校 福岡県 西日本短期大学附属高校

東京都 佼成学園中学校 京都府 京都共栄学園高校 福岡県

純真高校

東京都 郁文館中学校 京都府 平安女学院高校 福岡県 福岡海星女子学院高校

千葉県 八千代松陰中学校 長野県 東京都市大学塩尻高校 福岡県

沖学園高校　

埼玉県 大妻嵐山中学校 新潟県 敬和学園高校 福岡県 福岡雙葉高校

茨城県 霞ヶ浦高等学校附属中学校 新潟県 新潟青陵高校 福岡県

ＦＡＸ番号(必須)

TEL FAX 携帯

□ 「今までありがとうございました。FAXは不要になりました。」 生徒氏名(必須)

住所 志望校

福岡本社
〒814-0001 福岡市早良区

百道浜1-3-70
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｽｲｰﾄ福岡1602

ふりがな 生年月日
保護者
氏名生徒氏名 H　　　　　年　　　　　月　　　　　日

上記商品は、ホームページよりご注文下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込書　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸでも可）  ０１２０－５６－２３２７

2022年7月28日

講座をお申し込みの方は、メール 又は TEL 又は FAXにてお申し込みの後、お振込下さい。

2022年7月1日現在　HPからご注文下さい

茨城県 常総学院中学校

高
校

新潟県 北越高校

高
校

福岡県 柳川高校

振込先

西日本シティ銀行
西新町支店
普通預金　１２２４７６１
「株式会社カーサ・フェミニナ
　教育研究所」

特許庁
商標登録　第5159532号

カーサフェミニナ

casa feminina

※2年以上入会したレッスン生でラストレッスンまでの必修講座・全テスト会受講生

私はカーサ・フェミニナ教育研究所を
推薦いたします。

〈ノーベル化学賞受賞〉
ロアルド・ホフマン博士

福岡教育大学名誉教授　 内山信先生
福岡教育大学名誉教授　 永島範一先生
筑波大学名誉教授　 牧豊先生
九州大学教授　 吉澤一成先生

米国コーネル大学教授
(株)カーサ・フェミニナ教育研究所

札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸・岡山・広島・香川・福岡

〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｽｲｰﾄ福岡1602

TEL：0120-53-2327
FAX：0120-56-2327

http://www.casa-feminina.com

安藤記念教会付属幼(東京) 成城幼(東京) 日本女子大学附属豊明幼(東京)
追手門学院幼(大阪) 田園調布雙葉小附属幼(東京) 幕張ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ幼(千葉)
暁星幼(東京) 西町ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ幼(東京) 若葉会幼(東京)
白百合学園幼(東京)
麻生学園小(福岡) 香里ヌヴェール学院小(大阪) 成田高等学校付属小(千葉)
LCA国際小(神奈川) 才教学園小(長野) 新渡戸文化小(東京)
暁星国際小(千葉) 聖徳学園小(東京) ノートルダム清心女子大学附属小(岡山)
暁星国際流山小(千葉) 白百合学園小(東京) 福岡雙葉小GCコース
国立音楽大学附属小(東京) 仁川学院小(兵庫) 福岡雙葉小雙葉コース
国立学園小(東京) 椙山女学園大学附属小(愛知) 雙葉小(東京)
国本小(東京) 駿台甲府小(山梨) 武蔵野東小(東京)
ぐんま国際アカデミー初(群馬) 捜真小(神奈川) 名進研小(愛知)
慶應義塾幼稚舎(東京) 同志社小(京都) 明星小(大分)
慶應義塾横浜初(神奈川) トキワ松学園小(東京) リンデンホールスクール小(福岡)
啓明学園初(東京) 奈良女子大附属小 和光小(東京)
賢明学院小(大阪) 長野日本大学小(長野) その他      
晃華学園小(東京) 南山大学附属小(愛知)

◇テスト会 ◇8月レッスン

年長児幼児テスト

年中児幼児テスト

(火)
(土)
(日)

(水)
(土)

8/6

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜

8/19 8/20

8/25 8/26 8/27

土曜

1回目 8/7 8/1

8/10 8/18

金曜

2回目 8/21 8/8 8/9

8/2 8/3 8/4 8/5

3回目 8/28 8/22 8/23 8/24

年少児幼児テスト (木)


