２０２２ 夏期講習のご案内
※夏休み期間中（７・8 月）は通常授業と並行して夏期講習を実施します。

＜主な学習内容＞

2015 夏期講習

● 通常授業→ ２学期以降の予習中心

内容

● 夏期講習→ これまでの弱点単元の復習中心
※ 夏期講習期間中に通常の１.5〜2.5 ヶ月分程度の学習内容を進めますので
夏期講習は原則、全員受講いただきますようにお願い致します。

中学⽣ 夏期講習（カリキュラムコース）内容
目的・志望校に合わせた指導をおこないます。
・一人ひとりに合わせた個別の学習計画に基づく指導で徹底理解
カリキュラム

・個別演習授業による演習量・演習時間の大幅な確保

コースの特徴

・夏の学習は全ておまかせ！！学習を徹底管理・サポートします。
!
● 科目

英語・数学を中心とした全教科

● 教材： 塾用教材・市販教材・プリント教材・映像教材
● 指導方法：
少人数制個別対応演習指導
（時間帯によって変わりますが、個別演習は２名〜８名程度の少人数制指導です。
）
※個別演習時も講師による学習のサポート・個人指導を行ないます。

●

日程

7 月２５日(月) 〜8 月 31 日(水)

※8／１２(金)〜8/1４(日)はお盆休みです。
プレ夏期講習 7/16(土)より開講

●

時間割

①

9:00〜10:00 ② 10:10〜11:10

③ 11:20〜12:20 ④ 13:30〜14:30

⑤ 14:40〜15:40 ⑥ 15:50〜16:50 ⑦ 17:00〜18:00 ⑧ 18:10〜19:10
⑨ 19:20〜20:20 ⑩ 20:30〜21:30
※詳しい開講日程・時間帯については、後日配布する開講カレンダーをご覧下さい。
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中学⽣ 夏期講習（カリキュラムコース）
●受講料: 教材費別途実費必要
（下記受講料の他に別途教材費実費が必要です。教材費は１冊 1,000 円〜2,500 円程度です）

対象

コース名

指導内容(時限数例)

６コマコース

個別演習︓60 分×6 コマ

１２コマコース

個別演習︓60 分×１2 コマ

１８コマコース

個別演習︓60 分×18 コマ

２４コマコース

個別演習︓60 分×24 コマ

３０コマコース

個別演習︓60 分×30 コマ

中１中２徹底対策コース

個別演習︓60 分×4０コマ

中1
中2
中３

中1
中2

私立３教科受験の生徒におすすめ

個別演習︓60 分×35 コマ

合格ベーシックコース
公立普通科・中堅私立校受験の生徒におすすめ

中３

合格スタンダードコース
長時間の学習が必要な受験生や堀川・嵯峨野・
西京の専門学科を目指す生徒におすすめ

合格プレミアムコース

個別演習︓60 分×45 コマ

個別演習︓60 分×55 コマ

※ 個別演習の教科毎の時限数は⼀⼈ひとりに合わせて決定します。
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費⽤（税込）

11,500 円

（教材費別途実費）

23,000 円

（教材費別途実費）

33,300 円

（教材費別途実費）

43,200 円

（教材費別途実費）

52,000 円
（教材費別途実費）

67,000 円

（教材費別途実費）

65,000 円

（教材費別途実費）

81,000 円

（教材費別途実費）

99,000 円
（教材費別途実費）

夏期講習（中学⽣オリジナルコース）
!

夏期講習
オリジナルコース

・個別指導・自立指導を自由に組み合わせ可能。
・自分の好きなように科目やコマ数を選べます。

■１︓２個別指導
学年

指導時限数

科⽬

費⽤（税込）

中 1～中３

６０分／１コマ

英・数・国・理・社

3,500 円

※指導効果の観点から１教科につき 4 コマ以上の受講でお願い致します。

教材費︓別途実費必要
（受講料の他に別途教材費実費が必要です。教材費は１冊 1,000 円〜2,000 円程度です）

■個別演習指導
指導回数

費⽤（税込）

60 分×6 コマ

12,000 円

60 分×12 コマ

24,000 円

60 分×18 コマ

36,000 円

60 分×24 コマ

48,000 円

60 分×30 コマ

60,000 円

追加受講

1 コマにつき 2,000 円
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夏期講習

中学⽣（⽬的別対策講座）

◆英検対策・⽬的別対策講座

⾼校⼊試において英検取得による加点対象になる学校があるなど、英検を取得していると受験で有利
に働きます。加点対象でなくても、英検で勉強する⽂法・単語・熟語は⼊試で頻出のものばかりですので、
受験していて損はありません。英検対策講座では、英検対策専⽤のテキストを⽤いて、夏以降に実施され
る英検での合格を⽬指します。

コース名

指導時間数

コース内容

費⽤（税込）

英検専用教材を用いて英検対策を
おこなう講座です。

４回 10,000 円

(英検２級〜５級対応）

６回 12,000 円
英検®対策講座

60 分 4〜10 回

※受験級によっては現学年より１
学年以上先の単元を学習する必要
があります。

８回 15,500 円
10 回 19,000 円

合格率を高めるためにも、６回以
上の受講をお勧めいたします。

※教材費別途実費必要

国語読解力を短期間で伸ばす解
くための方法である読解の体系
的な解き方を指導します。正し

国語読解力養成講座

60 分 ６回

い読み方・解き方を知って入試
の得点力を急激に伸ばしましょ

15,000 円
※教材費別途実費必要

う。

「比例・反比例」「1 次関数」
「2 次関数」の関数分野を基礎

数学関数特訓講座

60 分 ４回

から系統的に指導し、教科書レ

10,000 円
※教材費別途実費必要

ベルから入試問題までマスター
できる力を養成します。

英検®面接対策講座

25 分 5 回

英検２級・準２級の面接対策を集
中的におこなう講座です。
ネイティブ講師とのオンライン授
業により効率的に学ぶことができ
ます。

11,000 円

英検®は公益財団法⼈ ⽇本英語検定協会の登録商標です。
このコンテンツは公益財団法⼈ ⽇本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではあり
ません。
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夏期講習

中学生（集中特訓）
!

夏期講習
集中特訓

・講師の指示の下、問題演習と解説を繰り返します。
・１日１０時間×３日の長時間を効率的に学習。

■⽇程
８月１０日（水）～８月１２日（金）１０時００分～２１時００分
（※休憩時間：１２時～１３時、１８時～１９時）

■指導⽅法
自立学習が基本スタイル 講師によるサポート・個人指導をおこないます。
１クラス２～８名程度（時間帯によって変わります。
）

■概要
１.講師からその時間にやる課題を受け取ります。
（普段使っている参考書・問題集でも可）
２.自分の席で各自課題を解きます。
３.解き終われば、講師の所へきて解答を受け取り、丸つけ・添削をします。
４.分からない問題について、ヒントをもらって考え直すか、講師が解説をおこないます。
５.間違えが多い場合や理解が不十分な場合はもう一度同じ問題又は類題を解きます。
６.完璧になれば、次の課題へ移り１～６を繰り返します。

■費⽤（税込）
学年

１⽇間

2 ⽇間

３⽇間

中学１年・２年

14,000 円

26,000 円

33,000 円

中学３年

15,000 円

28,000 円

38,000 円

■注意事項
人数・教科等の諸事情により、実施教室は京都総合学習塾・あずさ塾梅津教室いずれかでの実施になります。
予めご了承下さい。

-5-

■ 夏期講習 Q&A
Q：

夏期講習は何をとればいいですか︖

A：通常授業にプラスして、さらに何が必要か、何を付け足すかを担当講師又は教室長ま
でご相談下さい。最適な夏の学習プランを提案させていただきます。在塾生の皆様は年間
カリキュラムの一貫となっており、全員必修となります。

Q：

夏期講習中いつもの⾃習での教室利⽤は出来ますか︖

A：申し訳ありません。特別講習期間中のみ教室座席数の確保が困難になる場合がある為、原則
自習来塾をお受けしていません。長時間の学習が必要な方こそ、夏期講習を受講して下さい。

■ 夏期講習参加の留意事項
○ 塾生は原則として全員必修となっております。「申込書」を 7 月１９日（火）までにお出しください。やむを得
ない事由で全く参加できない方は、提出期限までに申込書にその旨をご記入の上、ご連絡ください。休み
中の学習について室長とご相談ください。
○ 講習費は申込時又は８月月謝と併せて請求させていただきます。
○ 部活動等の時間帯が不明で時間帯を選べない場合、申込書にその旨を明記して、その他の欄をご記入の
上、ご提出ください。部活動等の時間帯が判明次第、速やかにご連絡／ご相談いただき時間割を決定い
たします。
○ 遅刻／欠席の際は必ず授業 1 時間前にご連絡ください。欠席の場合の振替授業は、講習会期間中に可
能な場合のみ行いますのでご相談ください。

○ 昼休みをはさんで受講する生徒、3 時限以上続けて受講する生徒以外は飲食を禁止しております。また、
飲食することができるのは、休み時間に限ります。
○ 通塾の際は事故に十分気をつけてください。また自転車は決められた場所に駐輪してください。
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