2018 年度 修明学園
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Summer Seminar
高砂教室の夏期講習

http://www.syumei.co.jp/

小学生・中学生・高校生 対象
中学入試
高校入試
大学入試

受験勉強の基礎を確立
■志望校の過去問を解くために
必要な基礎事項を中心にやり直し、

単元

志望校

“本格的な受験勉強”
を始める夏休みをしっかりサポート‼

基礎定着

過去問

夏期講習スケジュール

修明塾 高砂教室

前期 7/21(土曜)～30(月曜)
中期 ８/１(水曜)～10(金曜)
８月集中 8/20(月曜)～29(水曜)

夏期講習

前期と中期の諸費用は「現金納入」になります。

※追加受講・講座開講中のお申込も可能です。

※塾生の８月授業は集中期間に実施となり、
学年コース・受講形態等により、通常月謝と
異なります。外部一般生の受講も可能です。

キリトリセン

2018 年度

修明学園 高砂教室「夏期講習申込票」

氏名：

学年 小・中・高

住所：

年
2018 年

区
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）

■前期受講料
教材費

■中期受講料
教材費
８月集中受講料
教材費

諸費用合計

申込区分
円(税込)
円(税込)
円(税込)
円(税込)
円(税込)
円(税込)

円(税込)

『夏の“入会”キャンペーン』８月 30 日まで手続
『夏期講習を受講し、８月・9 月から入塾の方は入塾金“無料”』

領 収 証
月

日

様

塾生 ・ 塾外生

円
コース

受験 ・ 個別
小学中学ドリーム

ＭＥＭＯ

上記、
2018 年度 夏期講習諸費用として
受領いたしました

修明学園

学力を伸ばす
講座はこちら
葛飾区高砂 2-36-5 修明ビル２F

TEL03-3650-7214

京成本線 京成高砂駅南口 徒歩１分

高砂教室

修明学園

受験コースのご案内
2018 年度 夏期講習(前期・中期)・８月集中授業
(小学・中学・高校)
受講する皆さんへ
※夏期講習の前期・中期の諸費用はすべて現金納入となります。
◆修明塾では、小６・中３・高３受験生の「夏期講習」は全員受講にしています。
◆外部生（塾外生）の講習参加が可能ですので、ぜひご活用ください。
◆塾生の８月授業は、集中期間(8/20～29)で連続実施となります。※コースにより休講日あり
⇒8 月集中期間の受講料は、7/27(金曜)に口座振替させていただきます。
…欠席した場合、小学生は「２学期以降の振替対応」、中高生は「定期試験対策勉強会で対応」します。

中３ 都立高受験総合
目標にする高校レベル

白鷗・城東・上野・江戸川
墨田川・深川・本所・江北
小岩など 偏 差 値 50 前 後 ～60

学習内容
指導形態

この夏から始める受験勉強の正しいやり方
を学び、基礎から都立受験の実力定着に必
要な単元を総整理し、８月２６日に向けた
Ｖもぎ過去問演習＆解説とともに、ワンランク
上を目指す得点アップのコツを伝授します。

■ カリキュラム制(別紙)
■ ５科総復習・入試対策
■ クラス授業・テスト解説

※都立最難関校・私立校を検討
している方は、「個別指導コース」
をご相談ください。
※受講料はセット価格とし、日割
参加は１回￥4,320(税込)です

ターム
日程
日数
時間
科目
受講料
前期 7/21～30 10 日間 13：30～16：30 国語・数学・英語 ￥39,960(税込)
中期 ８/1～10 10 日間 13：30～16：30 社会・理科 ￥39,960(税込)
８月集中 8/20～29 ９日間 13：30～16：30
５科総合
￥37,800(税込)

教材費
￥3,240(税込)
￥2,160(税込)
外部生のみ必要

※「8/26(日) 休講」 中３生はⅤもぎ(8/26)で偏差値・志望校判定を把握しよう(塾申込)

小６受験
小５・小４

算数
国語

私立中学受験

目標にする中学レベル
２科目受験可能な首都圏模試(統一
合判)偏差値45 前 後 ～55の私立中学

科目
算数・国語
算数・国語
算数・国語

高 ３

大学受験 センター試験対策
◇出題傾向と分野別の対策を実践
ターム
日程
日数
前期 7/21～30 10 日間
中期 ８/1～10 10 日間
８月集中 8/20～29 10 日間

指導形態

■ カリキュラム制(別紙)
■ ２科総復習
■ 少人数個別指導

私立受験の実力定着に必要な単元を総
整理し、模試過去問演習＆解説とともに、 ※受講料はセット価格とし、日割
得点アップのコツを伝授します。
参加は１回￥4,590(税込)です

ターム
日程
日数
時間
前期 7/21～30 10 日間 13：30～16：30
中期 ８/1～10 10 日間 10：00～13：00
８月集中 8/20～29 10 日間 13：30～16：30

講習を通しての目標

学習内容

大学受験に必要な単元を総整理
し、センターの得点アップ法を伝授。

時間
１回２時間指導
１回２時間指導
１回２時間指導

小学生 算数

学習内容

ドリーム 国語

指導形態

基礎学力定着

講習を通しての目標

◇学習姿勢の確立
◇計算・漢字・読解力養成
◇1 学期までの復習と２学期予習

ターム
日程
日数
時間
前期 7/21～30 8 日間 14：00～15：00
８月集中 8/20～29 8 日間 14：00～15：00

中１中２
ドリーム

講習を通しての目標

◇学習姿勢の確立
◇定期試験対策を意識
◇1 学期までの復習と２学期予習

中学生
高校生

◇高校・大学受験対策補習
◇学校課題の質問対応
◇漢検・数検・英検対策

科目
受講料
科目要相談 ￥54,000(税込)
科目要相談 ￥54,000(税込)
数学・英語 選択 ￥54,000(税込)

教材費
１科目￥1,080(税込)
１科目￥1,080(税込)
外部生のみ必要

教材費

￥10,800(税込)
￥10,800(税込)

￥2,160(税込)

学習内容
指導形態

小学校からの基礎力不足が克服できない
まま、中学の勉強も苦労し、定期試験の点数
が取れない、という悩みはありませんか。
将来の高校受験に備えて、中１・中２の基礎
理解は最重要です。勉強優先型を期待します。

外部生のみ￥2,160(税込)

■ カリキュラム制(別紙)
■ 復習から予習へ
■ 学年混合自立学習

※受講料はセット価格とし、日割
参加は１回￥1,890(税込)です

学習内容

個別指導コース

￥2,160(税込)
￥2,160(税込)

※受講料はセット価格とし、日割
参加は１回￥5,940(税込)です

受講料

教材費
￥2,160(税込)
１科目￥1,080(税込)
外部生のみ￥2,160(税込)

※「前期は 7/22(日)29(日)休講」「中期は 8/4(土)5(日) 休講」「８月集中授業は 8/25(土)26(日) 休講」

￥43,200(税込)
￥43,200(税込)
￥43,200(税込)

指導形態

科目
算数・国語
算数・国語

ターム
日程
日数
時間
科目
受講料
前期 7/21～30 8 日間 19：30～21：30 数学・英語 ￥13,500(税込)
中期 ８/1～10 8 日間 19：30～21：30 国/理/社より選択 ￥13,500(税込)
８月集中 8/20～29 8 日間 19：30～21：30 数学・英語 ￥13,500(税込)

オーダーメイド学習の設定例

■ オーダーメイド式
■ 過去問・分野別演習
■ 少人数個別指導

※受講料はセット価格とし、日割
参加は１回￥1,404(税込)です

５科基礎学力定着

教材費

学習内容

別途、ことばの学校・読書感想文完
成コース・オンライン英語コース あり

※「前期は 7/22(日)29(日)休講」「中期は 8/4(土)5(日) 休講」「８月集中授業は 8/25(土)26(日) 休講」

受講料

外部生のみ￥2,160(税込)

小学生が学校のテストで 90～満
点を取ることは難しくはありません。
「正しい学習の習慣と基礎学力の定
着」を図るために、小学生から塾で
勉強することが大切だという価値観
を共有していただくことを期待します。

■ カリキュラム制(別紙)
■ 復習から予習へ
■ 学年混合自立学習

ターム
日程
前期 7/21～30 で設定
中期 ８/1～10 で設定
８月集中 8/20～29 で設定

指導形態

事前の面談を通して、受講生一人ひとり、
オーダーメイドで、「本当に必要な学習」を計
画し、確かな成果の出る「自分に合ったやり
方」で指導をします。

時間
１回２時間指導
（開始時間相談）

主要科目
数学・英語

選択

（他科目は対応可能な場合のみ）

※教材費が必要な場合は、１科目あたり￥1,080(税込)となります

■ オーダーメイド式
■ 予習型・復習型
■ 少人数個別指導

※授業の無い日でも、教室が空
いていれば無料で使用できる「自
習スペースがあります。時間帯に
より、講師にも質問可能です。

受講料
５日間…￥33,750(税込)
10 日間…￥67,500(税込)
※期間内で、受講日数の増減可

※１日あたり￥6,750(税込)×受講回数

