
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■夏期講習会の目的 

  複数回の学習機会を作り、何度も繰り返して学習を行うことで学力は定着します。 

今年の学校の夏休み期間は大幅に短縮されますが、前学年までの復習や２学期の予習 

などに取り組んでおくことの重要性は変わりません。 

夏期講習会では各個人毎にカリキュラムを組み、復習・弱点強化・予習・発展的学習 

を通して学力の向上を実現します。 

 

    ■講習会スケジュール 

7月20日（月）～9月6日（日） 

                  *時間はお申込み用紙をご確認ください。 

              *8/10～15は休校日となります。 

              

■講習費用 

受講費、教材管理費 2,200円の合算 

＊当教室の塾以外（そろばん・ロボット教室など）の受講生とその兄弟姉妹 

・過去の講習参加者・兄弟姉妹での参加 には教材管理費はかかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



■夏期講習基本要綱 

夏期講習（中学３年生 受験対策） 

  総学習時間 必修科目 選択科目 
受講費（税抜） 

フクト模試代込み 
受講目安 

受験フルコース 
最大 

135時間 

国・数・理・社・英 

＊国語読解、英語長文読解特訓含む 
88,000円 

フル受講 

（平日 3時間ｘ30日 

+ 45時間 ）     

フクト模試  

受験A コース 90時間 
国・数・理・社・英 

＊国語読解、英語長文読解特訓含む 
70,000円 

平日 1.5時間ｘ30日 

+ 45時間     

フクト模試  

受験 Bコース 72時間 数・英 国・理・社 61,000円 

平日 1.5時間ｘ30日 

+ 27時間     

フクト模試  

受験 C コース 57時間 数・英 国・理・社 49,000円 

フル受講 

平日 1.5時間ｘ20日 

+ 27時間     

フクト模試  
 

・フクト模試は8/23（日）に塾内にて実施いたします。 

 

 

夏期講習（中学 1・2年生）  

コース名 総学習時間 必修科目 選択科目 受講費（税抜） 受講目安 

特特コース １20時間 数・英・国・理・社 75,000円 
１日 3時間ｘ30日 

+ 30時間  

特訓コース 90時間 数・英・国・理・社 63,000円 １日 3時間ｘ3０日 

特別コース 72時間 数・英 国・理・社 50,000円 １日 3時間ｘ２4日 

充実コース 51時間 数・英 国・理・社 37,000円 
１日 1.5時間ｘ16日、 

１日 3時間ｘ9日 

標準コース 36時間 数・英 国・理・社 33,000円 １日 1.5時間ｘ２4日 

必修コース 21時間 数・英   28,000円 １日 1.5時間ｘ１４日 

■全コース 「英語長文読解・リスニング（英語速読）」は必修講座として含まれます 

 

＊上記表記はすべて税抜き価格となり、別途消費税がかかります。 

 

 

 

 

 

↑1 日の時間・総日数は自由に設定可能です。 

↑1 日の時間・総日数は自由に設定可能です。 



 

 

夏期講習（小学生）  

コース名 総学習時間 必修科目 選択科目 受講費（税抜） 受講目安 

特訓コース 90時間 算・国 理・社・英 51,000円 １日 3時間ｘ3０日 

特別コース 60時間 算・国 理・社・英 40,000円 １日 3時間ｘ２０日 

充実コース 40時間 算・国 理・社・英 31,000円 
１日 1.5時間ｘ15日、 

１日 3時間ｘ6日 

標準コース 30時間 算・国 理・社・英 25,000円 １日 1.5時間ｘ２０日 

必修コース 20時間 算 国・英 20,000円 １日 1時間ｘ２０日 

基礎コース 10時間 算 国・英  14,000円 １日 1時間ｘ１０日 

 

  

＊上記表記はすべて税抜き価格となり、別途消費税がかかります。 

 

満席になり次第受付終了となります。 

 

【学習カリキュラムについて】 

  学習する内容・レベル・到達目標は個人個人で異なります。一人ずつの学力や目標に応じて 

事前に個人ごとのカリキュラムを策定し、本当に必要な学習に集中して取り組みます。 

  原則として学校の宿題は夏期講習内では行いませんが、学校の宿題を中心にフォローして欲しいと

いうご希望があればご連絡下さい。（半分宿題、半分別の学習 などでも構いません。） 

 ただし、宿題で分からない箇所の質問はいつでもOKです。都度指導いたします。 

 

【講習費用・割引について】 

・受講費 と 教材管理費 （2,200円 税込） の合算金額を 

7/10（金）までにご入金下さい。 

    ＊当教室の塾以外の受講生（そろばん・ロボット・プログラミング・パズル道場・英検など） 

とその兄弟姉妹、過去の講習参加者、兄弟姉妹での参加 には教材管理費はかかりません。 

・兄弟姉妹で参加される場合は、夏期講習に限り講習費の低い方が１0％引きとなります。 

 

【通塾時間の決め方について】 

  ・お申し込みいただいた総時間数を夏期講習時間の中で割り振っていただきます。 

    ・表記の「受講目安」はあくまで目安です。1回の時間・日数は自由に設定できます。 

例えば30時間を選んだ場合、1.5時間ｘ20日・3時間ｘ10日など自由に設定できます。 

  ・日程や時間の組み合わせは、時間毎の定員内におい自由にお選びいただけます。 

但し、希望が集中する時間帯におきましては一部調整をお願いする場合がございます。 

・お申し込み後の日程や時間変更は、座席の空いている限り随時お受けいたします。 

 

 

↑1 日の時間・総日数は自由に設定可能です。 



■夏期の学習内容と受講目安 

 中学3年生 

   2学期以降も重要単元が続き、総復習をする時間が取れないことから、 

学校での学習と並行して、 

    ・5教科（数学、英語、国語、理科、社会）の1～2年生の内容の総復習 

・入試に向けた実力養成 （国語の長文読解・英語の長文読解・英語リスニング・ 

各科目の入試レベル演習）  

が必須となります。 

   推奨コース 

     受験フルコース（最大135時間）  

   

 フクト模試を 8/23（日）に教室内で実施します。 

    

 

  中学２年生 

学校での学習と並行して、 

    ・数学・英語・理科・社会の1年生の内容の総復習 

・来年の入試に向けて、国語の長文読解・英語の長文読解、リスニングに 

取り組みましょう。今のうちから学習しておくことで、実力テストや入試対策にも 

なってきます。定期テスト（見たことある文章を解く）から実力テスト（初めて見る文章

を解く）への切り替えを意識しなければなりません。 

英検の学習などにも取り組んでおけば、英語の実力アップと受験にも効果的です。 

   

     ・推奨コース 

充実コース（51時間）  

 

中学１年生 

学校での学習と並行して、 

    ・数学の復習（小学生の内容含む・予習）、英語の先取り学習（単語、読解、リスニング） 

・英検の学習などにも取り組んでおけば将来の受験にも役立ちます。 

 

    ・推奨コース 

充実コース（51時間）  

 

 

 

 

 



中学受験（受検）生  

     私立中学受験生は、４科目の総復習・2～3学期で学ぶ内容の先取り学習・ 

    実践問題演習・個別の弱点対策を満遍なく実施していきます。 

問題演習を増やすことで入試問題への対応力を磨いていきます。 

      

中高一貫校受検生は、４科目の基礎事項の総復習を行って活用することができる 

ようにすること、解答を自分の言葉で文章にして記述する練習、課題文章を正確に読み 

取ってわかりやすい作文を書く練習など、出題傾向に沿って個別に対応していきます。 

 

・推奨コース 

小学６年生 ：特訓コース（90時間） → 受験（受検）対策 

小学５年生 ：特別コース（60時間） → 受験（受検）対策 

小学４年生 ：充実コース（40時間） → 受験（受検）対策 

 

 

小学生（高学年） 

学校の学習とは別に、算数・国語の基礎からの総復習をしましょう。基礎だからこそ 

反復してしっかり定着させることが大事です。今後の学習の土台となります。 

算数の文章問題や発展問題（思考力が問われる中学入試に出るような問題）、 

国語の読解問題に取り組むことで思考力を鍛えておきましょう。小学生のうちに 

取り組むことで後々大きな差になってきます。 

英語の土台作り（基礎文法・単語）も必要です。 

 

・推奨コース 

充実コース（40時間）  

 

小学生（低学年） 

学校の学習とは別に、算数・国語の基礎からの総復習をしましょう。基礎だからこそ 

反復してしっかり定着させることが大事です。今後の学習の土台となります。 

国語の読解問題、算数の文章問題にも取り組んで読解力や思考力などを養いましょう。 

 

・推奨コース 

必修コース（20時間） →今までの学習内容の総復習。 

国語読解・算数の文章問題｡学校の宿題フォロー｡ 

 

 

 



■夏期講習時限定のオプション講座               

・英検対策      １時間ｘ5回 （6,000円） ・ １時間ｘ10回（10,000円） 

   英検合格に向けた基礎学習や演習を実施します。 

   （英検ネットドリルを使用し、家庭でも学習が可能です。） 

     対象 ：小学４年生～中学３年生 

     時間帯：夏期講習開催時間内 

 

・速読         40分ｘ6回 （8,000円）   

   理解をしながら正確に読み解く訓練を実施し、国語の問題を読み解く力を向上させます。 

     対象 ：小学2年生～中学３年生 

時間帯：夏期講習開催時間内 

 

 

・英語長文読解（英語速読）  １時間ｘ6回 （7,000円） ＊中学生は必修です（追加料金不要） 

   速読メソッドを活用し、スラッシュリーディングや倍速リスニングなどを活用して長文を 

   速く理解しながら読む訓練をします。 

     対象 ：小学6年生～中学３年生   

     時間帯：夏期講習開催時間内 

 

   

 ・パズル道場      ５0分ｘ５回（6,000円） 

   論理的思考力・着眼力・推理力・イメージ化能力・仮説思考力を鍛え、 

粘り強く考える力を養っていきます。 

対象 小学生  

時間帯 木曜日 16：40～17：30 

    ＊時間帯が合わない場合は別途ご相談下さい 

 

 ・プログラミング講座  １時間ｘ5回（６,０00円） 

   問題解決能力・論理的思考力や創造力を楽しみながら鍛えていきます。 

対象 ：小学２年生 ～ 中学２年生 

時間帯：平日 16：30～17：20 

8/1・22（土） 11：30～12：30 

8/2・23（日）  9：30～10：30 

  から5回選択。 

     ＊時間帯が合わない場合は別途ご相談下さい 

 

＊金額はすべて税別表記となります。 

 

 



夏期講習コース申込書                                

     ＿＿＿＿＿コース （    時間） 
 例 月 火   水 木祝 金祝 土 日 

   時間割 7/23 7/20 21 22 23 24 25 26 

9：00～10：30 ○                

10：40～12：10                 

13：00～14：30                

14：40～16：10         

17：50～19：20               

19：30～21：00           

学習時間→ 1 時間             

 

              

 例 月 火   水 木 金 日 

   時間割 7/23 27 28 29 30 31 8/2 

9：00～10：30 ○              

10：40～12：10               

13：00～14：30              

14：40～16：10        

17：50～19：20               

19：30～21：00        

学習時間→ 1 時間             

 

 

 例 月 火   水 木 金 土 日 

  時間割 3 3 4 5 6 7 8 9 

9：00～10：30                

10：40～12：10                

13：00～14：30         

14：40～16：10         

17：50～19：20 ○                

19：30～21：00         

学習時間→ 2 時間               

 

 

 



 例 月 火   水 木 金 日 

  時間割 17 17 18 19 20 21 23 

9：00～10：30                

10：40～12：10            

テスト 13：00～14：30       

14：40～16：10       

17：50～19：20 ○              

19：30～21：00        

学習時間→ 2 時間             

 

 例 月 火   水 木 金 土 

  時間割 24 24 25 26 27 28 29 

9：00～10：30                

10：40～12：10              

13：00～14：30        

14：40～16：10        

17：50～19：20 ○              

19：30～21：00 ○       

学習時間→ 3 時間             

 

 例 月 火   水 木 金 日 

  時間割 31 31 9/1 2 3 4 6 

9：00～10：30                

10：40～12：10              

13：00～14：30        

14：40～16：10        

17：50～19：20 ○              

19：30～21：00        

学習時間→ 1.5 時間             

■オプション講座申し込み 

 ご希望のオプションにチェックを入れてください。 

  □英検対策      １時間ｘ5回      □英検対策      １時間ｘ10回 

  □速読         40分ｘ6回      □英語長文読解（英語速読） １時間ｘ6回 

  □パズル道場      ５0分ｘ５回     □プログラミング  １時間ｘ5回     

 

           生徒氏名                             保護者名              印        

     

 


