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筑紫義塾   夏期特別講座趣旨 

 講座種類 

  
 ＜小学生対象＞  
 

◆小５・６  
『算国＋英・思考算数講座16日』 

『算国実力練成講座11日』 
  

＊「学力コンクール」実施  

  （希望者申込制） 

＊英検対策講座  

＊思考算数講座 

    

 ＜中学生対象＞  

 
◆中１  
中１『実力養成講座14日』 
＊筑紫丘・春日志願者 

 「英数応用育成講座３日間」実施 

＊「フクト全県模試」実施（申込制） 
 
◆中２ 

中2『実力養成講座14日』 
中２中ｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃっちゅう                                                   
＊筑紫丘・春日志願者 

 「英数応用発展講座４日間」実施 

＊「フクト全県模試」実施（申込制） 
 

 
◆中３    

                                             『高校受験パーフェクト22日』 

                                            『 部活対応パーフェクト18日ぶかつぶぶ部活対応パーフェクト18日』   

『高校受験本講座19日』  

                                            『夏期10時限超特訓3days』 
＊「フクト全県模試」実施（申込制） 
  

 

 ＜中学生全学年対象＞ 

『個別指導コース8日』 

   （1：3までの少人数指導）      
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塾外生の方の申し込み手順 

①「講座個別説明会・学習相談」 

電話で日時をご予約の上、親子でご

来塾ください。また、保護者様のみの

面談にもお応えします。 

②「講座プレ診断テスト・作文」 

小学生は国語・算数、中学生は数

学・英語のプレ診断テストを受験して

ください。また、自分の学力目標を意

識するために、お子様に作文を書い

てもらいます。受験料1,000円(税込1,080円） 

③「お子様の学力状況を報告」 

『学力診断帳票』を渡します。弱点単

元を発見し、この夏の克服目標につ 

いて説明します。保護者様面談の上

お渡しすることもできます。 

④「個別学習指導」 

弱点単元について、さっそくお子様

と学習を取り交わします。この指導に

よって、お子様は自信を持って夏期

講座へ臨むことができます。                   

   

   尚、学費についてのお知らせは

３ページに記載しております。 

期間    2018 . 7 .28～2018 . 8 . 28  

対象       小学生 ・ 中学生 

夏期特別講座実施要領 

保護者の方へ 

 子どもたちが、一年のうちで最も自分のための時間を創造

できるのがこの夏休みです。 

 塾生は年間指導の一環として全員参加を原則とします。

塾生の夏期特別講座受講については、別紙受講申込書の

提出をもって手続き完了とします。 

  尚、7月の平常授業は7月20日（金）までとなり、授業日

数が 減少しますが、年間を平均して毎月の月謝を算出しておりますのでご了承くださ

い。 
  
 生徒たちには講座期間中の学習指導と共に家庭学習の計画の立て方、進め方などを

指導します。また、その後の実行のようすまで見届け、生徒の努力を認め、不十分な点

は反省を促します。 

 家庭学習指導のようす 

２０１８ 「この夏伸びる、この夏変わる、君の学力」 

 この夏、私たちは 

   『毎日、自ら家庭学習に取り組める子ども』 
                    を育てます。 

 筑紫義塾筑紫義塾筑紫義塾 

7 .21  夏期講座事前学力テスト実施  



自己最高の学力達成のための充実講座 !! 

中学部受講コース案内及び学費  

中３夏期１０時限超特訓 

夏期講座中の３日間を利用

して、１０時限超特訓学習に

挑戦します。集中力、持続力

が身に付き、合宿を上回る

学習効果を生み出します。 

中３TOPゼミ交流学習会 
 

大橋・春日両校のTOPゼミ生

が大橋校に集合し、学習目標

を発表し合い、互いに刺激をう

けます。 

学年 講座名 日数 科目 指導時間 
塾生費用  
(税込費用) 

塾外生費用 
(税込費用) 

中３  
部活対応パーフェクト講座 

10時限超特訓３daysを含む 
18日 5科 14:30～18:30 

64,000 

（69,120） 
70,000

(75,600) 

中学1･2年生対象講座               

「この夏頑張り、９月からさらに飛躍」を!!」 

中学３年生対象講座               

「志望校突破!! 偏差値大幅上昇!! 」 

 （注意）８月２６日（日）実施のフクト全県模試（希望者申込制）は上記日数に含まれません。 
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夏期講座 中３生の 

主な特別企画 

学年 講座名 日数 科目 指導時間帯 
塾生費用  
(税込費用) 

塾外生費用 
(税込費用) 

中２  

  筑紫丘・春日志願者対象 
実力養成＋英数応用発展講座４日間 

18日 5科 19:30～22:00 
36,000 

（38,880） 
44,000

(47,520) 

  実力養成講座 14日 5科 19:30～22:00 
28,000 

（30,240） 
35,000

(37,800) 

少人数強化講座 
 (大橋校のみの設置） 

14日 5科 19:30～22:00 
28,000 

（30,240） 
35,000

(37,800) 

夏期事前レベルアップ講座 

【実施日】7月23・24・25・26日 

【対象】中学３年生（希望者申込制） 
※夏期講座受講生は、１講座を無料で受講 

    できます。上記各講座と併せて受講するこ 

     とをお奨めします。（別途案内文書配付） 

《中学１年生コース》 ※別途「日程表」を参照 

《中学３年生コース》   ※別途「日程表」を参照 
※各講座に、学力別クラス設定。 
  （TOPゼミ…筑紫丘・春日高校志願者レベル ・ 標準突破…筑紫中央・福翔高校志願者レベル） 

当塾が誇る「TOPゼミコース（選抜制）」では将来、筑紫丘高校・春日高校への進学を実現するためにハイレベルな学力を

育成します。中学１年生で筑紫丘・春日高校進学を志す生徒についても、TOPゼミ次期候補生として力強く指導します。 

《中学２年生コース》 ※別途「日程表」を参照 

（注意） ８月２６日（日）実施のフクト全県模試（希望者申込）は上記日数に含まれません。 

中３  高校受験本講座  
（10時限超特訓３daysは含みません。） 

19日 5科 14:30～18:30 
57,000 

（61,560） 
62,000

(66,960) 

夏期１０時限超特訓３days 

合宿を上回る学習効果【８月８,９,10日】 

＊上記パーフェクト講座に含まれます。 

＊一般生の受講もできます。 

受講費27,000円 (税込29,160円) 

学年 講座名 日数 科目 指導時間帯 
塾生費用  
(税込費用) 

塾外生費用 
(税込費用) 

中３  
高校受験パーフェクト講座 

10時限超特訓３daysを含む 
22日 5科 14:30～18:30 

66,000 

（71,280） 
72,000

(77,760) 

本講座コース［７月28日開始] 

部活生対応コース［8月2日開始] 

中３受験生へ  

当塾推奨の 

最強コース 

 （注意）８月２６日（日）実施のフクト全県模試（希望者申込制）は上記日数に含まれません。 

学年 講座名 日数 科目 指導時間帯 
塾生費用  
(税込費用) 

塾外生費用 
(税込費用) 

中１  

  筑紫丘・春日志願者対象 
実力養成＋英数応用育成講座３日間 

17日 5科 19:30～22:00 
34,000 

（36,720） 
42,500

(45,900) 

実力養成講座 14日 5科 19:30～22:00 
28,000 

（30,240） 
35,000

(37,800) 
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5・6年生『学力コンクール』…TOP高校への進学を意識して学習に取り組む！！ 

少人数の充実した指導 

 
「英検対策講座」 

英検５級レベルの英語力

を養成します。初めてのお

子様にも基礎から対応で

き、安心して学べます。 
 

「思考算数講座」 
和差算・つるかめ算など 

算数の思考力、応用力を

育てる学習に取り組みま

す。 

学費に関するお知らせ  

＜９月から入塾をお考えの方へ＞ 
9月から入塾希望の方は、入塾金をご納入ください。 

夏期講座から塾生費用を適用いたします。 

 尚、入塾金は半額 5,000円（税込5,400円）となります。 

◆塾生の学費は受講開始日前（7月20日）までに納入し

て下さい。銀行口座振替の方は、8月1日に行います。 

小学５・６年生対象  『算・国 実力練成講座』＋『英検対策』＋『思考算数』 
   ＊前期 『夏期講座事前学力テスト』＋後期 『夏期講座成果テスト』を実施 
    ＊お子様の自発的学習を促す『Bit  Campus 計算コンクール』を実施  

小学部受講コース案内及び学費  

（注意）８月２６日（日）実施の学力コンクール（希望者申込制）は上記日数に含まれません。 

夏期特別講座 個別指導コース 中学生全学年対象    

   《中学生個別指導コース》…１：３までの指導  

コース 対象学年 日数 指導時間帯 科目 塾生費用 (税込) 塾外生費用 (税込） 

大橋校 

中学生個別指導 

全学年 

中１・２ 
8日 

①13:00～13:45 

②13:00～14:30 

 ①算・数 

 ②数・理 

1科目14,000（15,120） 

2科目22,000（23,760） 

1科目21,000（22,680） 

2科目29,000（31,320） 

大橋校高校受験本講座 

（少人数クラス） 
中３ 19日 14:30～18:30 5科目 57,000（61,560） 62,000(66,960) 

春日校 

中学生個別指導 

中３ 

中１・２ 
8日 

①16:30～19:10 

②19:30～21:10 

 ①英・数・国 

 ②英・数 

3科目29,000（31,320） 

2科目22,000（23,760） 

3科目36,000（38,880） 

2科目29,000（31,320） 

費用には夏期テキスト代、夏期講座事前学力テスト代、夏期講座成果テスト代を含みます。  

㊟大橋校中3生で従来個別指導コースの人は、上記「高校受験本講座コース」（少人数クラス）を受講してください。 

 左頁「中３本講座コース」を少人数（５名迄）で受講できるように設定しました。（但し、申込順定員で締切） 

※個別指導コースについては各自に合ったテキストを準備しますので、テキスト代実費が必要な場合があります。 
（注意）８月２６日（日）実施の学力コンクール・フクト全県模試（希望者申込制）は上記日数に含まれません。  

小5・6 夏の学力コンクール 実施（希望者申込制） 
小学生の時期から高校への進学意識を持って、しっかりと学習に取り組む生徒を育て
ます。この模試で、全県規模の母集団におけるお子様の学力位置を測定することがで
きます。※別途案内文書配付。 

★当塾の夏期講座を、兄弟姉妹同時受講の場合、一方
のお子様の費用を３０％減額とします。 
  夏期講座は全期受講することをお勧めしますが、ご都合
により前期または後期のみの受講も相談に応じます。 
 但し、前期または後期のみの受講に減額の適用はあり
ません。 

★中学生「フクト全県模試（8月26日実施）」および小学生
「学力コンクール（8月26日実施）」受験料は別途にご納入
下さい。（希望者申込制、案内書を配付します。） 

初心者の方も 

安心して学べる英語 

学年 講座名 日数 指導時間帯 
塾生費用   
(税込費用) 

塾外生費用 
(税込費用) 

 

小５ 

・ 

小６ 

  

 夏期パーフェクト講座 
算国 実力練成＋英検対策＋思考算数 

16日 
算国実力練成 

13:00～14:20 

26,000 

（28,080） 
34,000 

(36,720) 

  算国 実力練成＋英検対策講座 16日 
英検対策 

5年13:40～14:20 

22,000 

（23,760） 
29,000 

(31,320)  

  算国 実力練成＋思考算数講座 16日 
6年13:00～13:40 

思考算数 

22,000 

（23,760） 
29,000 

(31,320)  

算国 実力養成講座 11日 
5年13:00～13:40 

6年13:40～14:20 

18,000 

（19,440） 
24,000

(25,920)  

Bit  Campus 
  Bit  Campus コースは、好評につき夏期講座中も実施します。 
  ビットキャンパス希望の方は申し出てください。案内書を準備しております。 



筑紫義塾指導テーマ「自己最高の学力実現をめざして｣ 

【参考】 ＜全県模試＞     高校合格８０％可能全県偏差値 

  筑紫丘高校６９  春日高校６３ 福岡中央高校６２ 筑紫高校６１ 
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少人数制 

指導成果 

報告 
夏期講座から 伸びる学力 

“今春 先輩たちの成功実例” 
偏差値60‣65‣70突破続々誕生!! 
(数値は全県模試による、全県偏差値を表しています。） 

当塾では、ひとりひとりの塾生が、自己の学力目標を立て、それを更新しながら成長していくことを

最大の指導目標としています。そして、塾生は自己最高の学力を実現し力強く巣立っていきます。 

【塾外生の方の講座に関するお問い合わせは下記の教室へ】  受付；午後2時～午後7時（水曜日休館） 

○電話で面談を予約の上、ご来塾下さい。  

  筑紫義塾 大橋校 

1979年創設 ３９年の歴史 

○ホームページもご覧下さい。http://www.chikushi-gijuku.info/ 

大橋校  ℡. （５６１）６１０９  
  福岡市南区大橋1-3-5   

筑紫義塾 

シティ 
ボウル 

大
橋
駅 

  COCO’S 
 

三菱 

はせがわ 

至 井尻 

至 天神 

九州大学 

  筑紫義塾 春日校 

1995年開設 ２３年の歴史 

ハロデイ 
 

 筑紫義筑紫義筑紫義塾塾塾 

春日校  ℡. （５９２）５５８３   
春日市昇町５－１３９   

セブン 
イレブン 

 

バス停 

一の谷一丁目 

筑紫義塾 

 

     

GIGA 

ふれあい 
文化センター 

大土居 
交差点 

昇町 
交差点 

ハロディ 

当塾では、塾生の学力を客観的かつ正確に測定するために、県下最大の受験者

数を有し信頼性の高い全県規模の模擬試験を導入しています。（全県偏差値65

はおよそ100人中6，7番以内、偏差値70は1，2番の成績です。） 

筑紫丘高校へ進学 春日高校へ進学 

筑紫高校へ進学 

今年の中学3年生

学力成果報告 
平成30年5月13日判明分 

全 県 一 斉  フ ク ト 模 試 （ ３ 月 実 施 ）  

今 年 も  当 塾 中 学 3 年 生 が  

福 岡 地 区  1 位  
を 収 め ま し た 。 2 8 4 点 （ 偏 差 値 7 2 ）  

左記の模試では、福岡地区成績優秀者（偏差

値65超）に中3塾生10名が掲載されました。 

また5月実施同模試でも偏差値70突破者が4名

誕生し、福岡地区成績優秀者に中3塾生13名

が掲載されました。 

＜今春高校入試成果報告＞福岡県 第5学区 県立上位３校 

  21名受験 20名合格  合格率 95.2％ 
 筑紫丘高校 5/5 春日高校 9/10 筑紫高校 6/6 合格者数/受験者数 

＜塾生の夏期講座前の特別行事＞ 
 

講座前に、平常の学習に加え、学習意識の向上や能力開発を図る特別な学習機会を設けます。 
     
  ・中学生 （３年生対象）     6/24(日) 「夏の入試対策説明会」 ※別紙にてご案内します。 
  ・中学生 （全学年対象）    6/25(月)・6/26(火) 19:30～22:00 「第1期塾内期末テスト」 
  ・小学生 （全学年対象）    6/28(木)・6/29(金) 17:00～18:20（19：00） 「第1期塾内期末テスト」 
  ・小・中学生 （全学年対象）  7/7(土)・7/8(日) 「第1期個人懇談会」 ※別紙にてご案内します。 
  ・小・中学生 （全学年対象）   7/21(土) 「夏期講座事前学力テスト」 ※時間帯は、夏期日程表に記載しております。 
  ・中学生 （３年生対象）      7/23(月)～7/26(木) 14:00～21:20 「中学３年夏期事前レベルアップ講座  全36講座設定」  


