
Zoom対応可能！　欠席者フォロー講座で安心！！

小学4年生
高校2年生

〜

●授業のない日に自習室を使用することができます。
●同じ問題を２度間違わないために、独自の“解き直しノート”
　で、できるまで繰り返す指導法を構築しています。
●夏期講習会を受講いただいて、そのまま継続して入塾された
　場合は［入塾金を全額免除］といたします。
●講習会費用のほかに費用（校費や教材費）は、いりません。夏期講習会

1学期の不安を解消し、
2学期からの成績を
確実に上げる
夏期講習会

スタート！
7/21水

「弱点判定テスト」は小学生が学ぶ全ての単元から弱点単元を探すこ
とができます。講習会を受講する前に「弱点判定テスト」を無料で受
けることができます！

弱点判定テストを受けてみませんか！ 無料

プログレスコースでは今まで習った中で苦手になっている単元を復
習することができます。プログレスコースと併用することで、苦手単
元の克服もすることができます。

プログレスコースとの併用受講も可能です

コース

小学部
本科

学年 受講教科 時間数 費用（税込）

小学
6年生 31,900円90分×16回算数＋国語/英語 19,800円➡

16,500円 9,900円90分×8回算数または国語/英語 ➡

クラブとの両立！午後6時50分以降開始です

夏期講習会でも教科を選択できます

１学期の不安を解消するカリキュラム

コース

中学部
本科

学年 受講教科 時間数 費用（税込）

30,800円90分×20回中学
1年生

５教科コース

20,900円90分×12回英語・数学

30,800円90分×20回中学
2年生

５教科コース

26,400円90分×16回英語・数学・理科

●校内実力テストで目標点に到達するための実力を身につけます。
●模擬テストでA判定をとるための実力を身につけます。
●2学期の定期テストで高得点を取るための実力を身につけます。
●そして志望校に合格するための実力を身につけます。

そのための勉強が夏期講習会から始まります。   

中学3年生の皆さんへ

コース 学年 受講教科 時間数 費用（税込）
中学部
本科 53,900円90分×48回中学

3年生
英語・数学・国語
理科・社会

夏期講習会期間中には通常の授業中の課題だけではなく、
夏休み中の課題をマスターする自主学習の時間を確保しています。

万全の夏期講習会にプラスして教科課題も実施します

理科・社会にて「入試演習プリント」を使い演習講座を実施します。
その徹底的な演習量は自信に繋がります。※詳細は校舎までお問い合わせください。

「入試演習講座」で夏の成長を確認！

欠席した分は「欠席者フォロー講座」で補いながら学習を深めていく
ことができます。夏期講習会中のフォローはもちろん、9月以降の通常
授業にも欠席者フォロー講座があります。欠席した分の授業を確実に受
けることができます。

欠席者フォロー講座を受けることができます

個別指導（小学4年生～小学6年生）

小学部
個別
指導

12,100円90分×4回1：2

17,600円90分×6回1：2
+5,500円以降+2回毎

小学4年生
　

小学6年生

中学部
個別
指導

12,100円90分×4回1：2
17,600円90分×6回1：2
+5,500円以降+2回毎

+6,600円以降+2回毎

14,300円90分×4回1：2
20,900円90分×6回1：2

中学1年生
中学2年生

中学3年生

個別指導（高校1年生・高校2年生）高校部小学部

個別指導（中学1年生～中学3年生）中学部

コース

高校部
個別
指導

学年 先生：生徒 時間数 費用（税込）コース 学年 先生：生徒 時間数 費用（税込）

コース 学年 先生：生徒 時間数 費用（税込）

14,300円90分×4回1：2

20,900円90分×6回1：2
+6,600円以降+2回毎

高校1年生
高校2年生

演習講座（高校1年生・高校2年生）高校部
コース
高校部
演習
講座

学年 時間数 費用（税込）

11,000円90分×4回

20,900円90分×8回
高校1年生
高校2年生

個別指導

中学部 本科

中学部 本科

中学1年生
中学2年生

中学3年生

小学1年生
小学6年生

〜

小学部 プログレス
※他の回数も選べますので、ご相談ください。

コース

小学部
プログレス

学年 受講教科 時間数 費用（税込）
4,400円60分×4回
6,600円90分×4回
8,800円60分×8回
13,200円90分×8回

小学1年生

～

小学6年生 ※英語は小学3年生からに
　なります。

算数・国語・英語
から選択

〜

〜

小学6年生
小学部 本科

最初に弱点判定テストを受けていただき、学年をこえて弱点単元を
見つけます。その結果をもとに、自分の弱点単元から授業を始めま
す。1つ１つ弱点を克服し、得意科目にしていきます。

指導形式は先生と生徒の1対1の対話形式で進めています。１人ひと
りを個別に指導していますので、自分の理解度にあわせた授業ス
ピードと進度で受講することができます。

時間割はいくつかある授業日から選んでいただけます。日程変更も可能で
す。欠席された時は別日に受けることができます。

1つの単元が終わるごとに進級テストで確認
１つの単元（級）が終わるごとに進級テストを行い、合格してから次の
単元へと進みます。不合格の場合には合格するまで復習して、定着す
るまで繰り返します。

学習に対する姿勢と学習習慣を身につけます
成績を上げるためには「学習に対する姿勢」と「学習習慣」を身につ
けることが不可欠です。中学3年生の夏期講習会では1日平均4時間
半(合計72時間)の授業時間を設けています。さらに教科課題や自習
室利用での学習姿勢と学習習慣を身につけます。

校内実力テストに向けての重点学習
中学3年生の夏期講習会では校内実力や入試に向けての学力をつけ
ていきます。そのために中学1年生・中学2年生の復習や、中学3年生
の2学期に学習する重要単元の先取りなど、志望高校に合格し上位
で活躍する力を養います。

勉強の仕方をしっかり身につける講習会
「解き直しノート」を使用し、「１度間違えた問題を2度間違わない」こ
とを目標に指導していきます。「勉強の仕方」を身につけ、どうすれ
ば成績が上がるのかを指導します。

欠席者フォロー講座
授業を欠席した場合や、確認テストで不合格だった場合には「欠席者
フォロー講座」があります。分からないを放置せず、授業内容を理
解して、次に進むことができます。

2学期の成績を上げるための学力作り
中学1年生・中学2年生ともに、成績を上げるために考え抜かれた学
習項目を、確実に定着させる学力作りを行います。英語・数学では2
学期に学習する単元に関係する重要単元を中心とした復習と、２学
期の先取りを行います。国語は、全て教科の学習に共通して必要な
読解力を身につけます。文章の読み取りを中心に学習します。
中学2年生の理科は、1年生の復習を重点的に行い、実力UPに繋げ
ます。

時間割・学習内容は相談により決定
指導教科・受講回数・時間割は選択制になっています。自分の苦手な
教科を集中して受講できるので苦手教科克服に最適です。

先生1人に生徒は2人までの個別指導
当塾の個別指導は先生1人に対し生徒2人までの個別指導です。他の
人を気にすることなく自分だけの授業を受けることができます。ま
た先生との距離が近いので、質問が苦手な人も聞きやすい環境です。

『私立中学校』の授業内容にも対応
学習内容が1人ひとり違うので私立中学校の授業内容・カリキュラム
にも対応することができます。

個別演習講座で実力UP！
社会と理科の問題を徹底して演習することで、基礎学力の向上を
図ります。詳細は校舎までお問い合わせください。

1学期までの復習を単元別に実施
算数では子どもたちが間違えやすい単元を集中的に復習します。弱
点克服と応用問題にチャレンジします。英語は学習内容に沿ったカ
リキュラムで実施します。

国語の読解力をつけよう！
この夏は様々な文章の読み取りに取り組みます。すべての教科の基
礎となる「読解力」を身につけるための学習を行います。

欠席者フォロー講座
授業を欠席した場合や、確認テストで不合格だった場合には「欠席者
フォロー講座」をご用意しています。分からないを放置せず、授業内
容を理解して次に進むことができます。※校舎により開講状況が異なります。

教科の組み合せは自由
受講教科は算数・国語・英語の中から自由に選択できます。組み合せ
て受講もできますので、学習目的にあわせてお選びください。

※中学生と小学生のご兄弟・姉妹も対象です。
※詳しくは各校舎へお問い合わせください。

当塾に通っているお友達がいる方は、今がチャンス！
在塾生にお配りしている『特別招待カード』を持参いただくと、500円OFFに！詳しくは校舎まで。

半額！！2人目

小学生対象 兄弟姉妹同時受講キャンペーン

小学生対象 兄弟姉妹同時受講キャンペーン

適用可能コースです

授業日は選択制［変更・振替も可］

自分の弱点単元を順番に克服

1人ひとり個別に指導

«夏期講習会»
7/21～8/31

«夏期講習会»
7/21～8/31

«早期申込み特典講習会»
7/15～7/30
«夏期講習会»
8/2～8/31

早期申込み
特典あり!

プレゼント
あり!

«早期申込み特典講習会»
7/15～7/30
«夏期講習会»
8/2～8/31

«早期申込み特典講習会»
7/15～7/30
«夏期講習会»
8/2～8/31

早期申込み
特典あり!

早期申込み
特典あり!

= 無料体験授業受付中!! =

= 高校部 演習講座 =
高校の定期テストにあわせたカリキュラムで、AO入試や推薦入試に必
要な評定UPを目指します。問題演習・個別質問・解説映像完備です。

OFF!
40％

中学３年生

個別の５教科
チャレンジフルパック!
個別指導 中学３年生対象

特別価格!! 円(税込)46,200
中学３年生で計20回の授業（英語・数学・国語・演
習理科・演習社会を各４回）を受講可能！

20回
コース

国語数学英語 演習理科 演習社会

中学１年生・中学２年生

個別の２教科
チャレンジパック!
個別指導 中学1・2年生対象

特別価格!! 円(税込)22,000
中学1年生・中学２年生は 英語・数学を各４回で
計8回の授業を受講可能！

8回
コース

数学英語

■0609B4文堂・中和共通-U



当塾では、頑張る子ども達に学ぶ楽しさと取り組む姿勢の大切さを伝え続けています。

■0609B4-O

スター
ト！7/21

期間限定 !!

中学部本科

小学部本科 早期申込み特典講習会 !

個別
指導

小学生
限定

講習生
全員＋２回授業

7/14 ㈬までにお申し込みいただいた方限定！
個別指導コースの授業を２回分プレゼント！
※プレゼント授業の教科は、お申し込みいただいた教科になります。

入塾金￥0 !
今回の夏期講習会を受けて入塾いただくと、
入塾金 (通常税込￥11,000) が全額免除に！
この機会をお見逃しなく！

２人目、半額
お申し込みいただいた方 (中高校生でも可 )
の兄弟姉妹が小学生の場合、２人目の講習会
費用が半額に！詳しくは校舎まで！

7/15
7/30２週間無料 !! 7/24

7/30１週間無料 !!
無料体験

授業

好評受付
中！

詳しくは
お近くの

校舎まで
♪
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