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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４・５・６  

『算国＋英検対策講座14日』 

『算国実力練成講座10日』 
  

＊「学力テスト」実施 （希望者） 

＊英検対策講座  

 

 ＜中学生対象＞  

 
◆中１・２ 
＊筑紫丘・春日志願者 

 「TOP特別学習３日間」実施 

『TOPゼミパーフェクトコース

19日（選抜制）』 

『意識アップコース１６日』 

『実力養成講座14日』 
＊「フクト全県模試」実施（申込制） 
 
ｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃっちゅう                                                   
 

 
◆中３    

 

 

                                           ＊40時限超特訓4days実施  

『高校受験 

      パーフェクト21日』                                      

『高校受験意識アップ17日』  
                                           ＊「フクト全県模試」実施（申込制） 
  

 

 ＜中学生全学年対象＞ 

土日 単科個別特訓３回 
１教科８０分指導を３回受けるこ

とができます。          

※習いたい教科・分野の個別

指導を受けることができます。  

   （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1,100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」 

『学力診断帳票』による弱点個所を

指導するとともに、ノートの活用,復

習の仕方などお話しします。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    2020 . 7 .21～2020 . 8 . 30  

対象   小学4・5・6年生 ・ 中学1・2・3年生 

夏期特別講座実施要領 

保護者の方へ 

 例年、この夏に塾生たちは大幅に学力を上げ、自己最高

の学力を作り上げてきました。しかし今年は夏休み大幅短縮

のためこれまでの「夏期講習」という形が不能となりました。 

 しかし、当塾では例年に負けない授業日数・時数を有する

「夏期特別講座」を作り上げました。通塾時間帯は、通常と

同じ時間帯で日数を増加させ、更に特殊授業および講座を

別時間に設定し強化を図ります。 

 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、別紙受講承諾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（月）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。            

  

 家庭学習指導の様子 

２０２０ 「この夏伸びる、この夏変わる、君の学力」 

この夏、私たちは例年に負けない夏期講座を準備しました。  

例年以上に『自己最高の学力』を達成する塾生たち

を育て続けます。 

  

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４０時限超特訓 

夏期講座中の４日間を利用

して、４０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。 

中学1･2年生対象講座               

「この夏意識アップ、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）中1・中2共に８月２３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  

主な特別企画 

夏期事前レベルアップ講座 

【実施日】7月23・24・25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※各コースに、学力別クラス設定。 
  （Ｔ；TOPゼミ…筑紫丘・春日高校レベル ・ Ｓ；標準突破…筑紫中央・福翔高校レベル） 

当塾が誇る中1・中2「TOPゼミパーフェクトコース（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年生についても、TOPゼミ次期候補生として力強く指導します。なおこのコースに

は受験生並みの「10時限特訓」も準備しています。是非とも活用してください。９月からの更なる成長を期待します。 

《中学２年生コース》 ※別途「日程表」を参照 

（注意） ８月２３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。 

夏期４０時限超特訓４days   合宿を上回る学習効果【８月９・10・11・１２日】 

 ＊上記「高校受験パーフェクト講座」に含まれます。 

 ＊一般生の受講もできます。一般生受講費38,000円 (税込41,800円) 

中３受験生へ  

当塾推奨の 

最強Ⅰコース 

学年 コース名 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) コース 

中2  

  TOP ゼミパーフェクトコース 
Ⅱコース＋TOP学習2日＋10時限特訓 

19日 5科 19:45～22:00 
38,000 

（41,800） 
45,000

(49,500) Ⅰ 

意識アップコース 
実力養成講座＋土曜特別学習2日間 

16日 5科 19:45～22:00 
33,000 

（36,300） 
41,000

(45,100) Ⅱ 

実力養成講座  14日 5科 19:45～22:00 
28,000 

（30,800） 
35,000

(38,500) Ⅲ 

学年 コース コース名 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  

Ⅰ 
高校受験パーフェクト講座 

 4週間実力養成＋40時限超特訓 
21日 5科 19:45～22:00 

59,000 

（64,900） 
68,000

(74,800) 

Ⅱ 
高校受験意識アップコース 

週4日 4週間実力養成 
17日 5科 19:45～22:00 

36,000 

（39,600） 
43,000

(47,300) 

Ⅲ 
高校受験意識アップコース 

週4日 4週間実力養成 
17日 5科 17:00～19:15 

36,000 

（39,600） 
43,000

(47,300) 

土日 単科個別特訓３回 

【実施日】前期7月26日・8月1・2日 

     後期8月16・22・30日 

【対象】推奨中学３年生（希望者申込制） 
※自分が習いたい教科・分野の個別指導を受けるこ

とができます。 

土日単科個別特訓３回  
個人的に抱えている課題を 

1対3までに限定した指導で

解決、そして克服することが

できます。積極的に活用して

自信をつけましょう。 

≪ 上記以外の 中学3年対象  高校受験合格対策 特別講座＆個別指導 ≫ 

学年 コース名 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) コース 

中1  

  TOP ゼミパーフェクトコース 
Ⅱコース＋TOP学習2日＋10時限特訓 

19日 5科 19:45～22:00 
38,000 

（41,800） 
45,000

(49,500) Ⅰ 

意識アップコース 
実力養成講座＋土曜特別学習2日間 

16日 5科 19:45～22:00 
33,000 

（36,300） 
41,000

(45,100) Ⅱ 

実力養成講座  14日 5科 19:45～22:00 
28,000 

（30,800） 
35,000

(38,500) Ⅲ 
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5・6年生『1日1教科90分の充実指導』…‥客観的学力を測定する外部模試も実施 

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。 

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5,500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３日に行います。 

   ＊前期 『夏期講座事前学力テスト』＋後期 『夏期講座成果学力テスト』を実施 

  小学4年生対象 『算・国 各45分 実力練成講座』   

小学５・６年生対象 『算・国 各９０分実力練成講座』＋『英検対策45分講座』 

小学部受講コース案内及び学費  

（注意）８月２３日（日）実施の外部模試（希望者申込制）は上記日数に含まれません。 

夏期特別講座 土日単科個別特訓３回 中学全学年対象    

◆時間帯・教科・定員３名までの限定です。定員に達し次第締め切ります。◆  
 希望教科・希望日時を選んで申し込みをしてください。１教科８０分指導を３回受けることができます。  

 弱点単元の克服に最適です。また家庭学習の質問もできます。積極的に取り組んで成果を上げてください。  

コース 対象 回数 指導日・指導時間帯 科目 塾生費用 (税込) 塾外生費用 (税込） 

個別指導  ３回 

または 

６回 

または 

9回   

①14:30～15:50②16:15～17:35③17:45～19:05 

  7/26（日）①②③   8/  1（土）②③ 

  8/ 2 （日）①     8/16（日）①②③  

  8/22（土）②③    8/30 （日）① 

 

 

 

希望 

教科 

 

80分3回受講回数券 

11,000（12,100） 

80分6回受講回数券 

20,000（22,000） 

80分9回受講回数券 

28,000（30,800）  

80分3回受講回数券 

14,000（15,400） 

80分6回受講回数券 

26,000（28,600） 

80分9回受講回数券 

37,000（40,700）  

中学生 

全学年   

プラス個別指導 

（春日校のみ） 

8/3（月）～8/7（金） 

④14:00～15:20 ⑤15:30～16:50 

 

今年度の講座に限り、新規受講の方は、例年9月にご購入いただいた通年テキストを講座当初にご購入いた

だきます。（通年テキスト代 5,000～15,000円程度） 

講座費用には夏期プリント代、夏期講座事前学力テスト代、夏期講座成果学力テスト代は含みます。  

★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。 

  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半期受講も相談に応じます。 

但し、半期のみの受講に兄弟減額の適用はありません。 

★中学生「フクト全県模試（8月23日実施）」および小学生
「学力テスト（8月23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4  算国 実力練成 10日 
算国実力練成 

17:00～17:45 

12,000 

（13,200） 
22,000 

（24,200） 

算国 実力練成講座 10日 
算国実力練成 

17:00～18:30 

18,000 

（19,800） 
24,000

(26,400)  小５ 

・ 

小６   算国 実力練成＋英検対策講座 14日 
英検基礎 17:00～17:45 

英検応用 17:45～18:30 

22,000 

（24,200） 
29,000 

(31,900)  


