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筑紫義塾   冬期集中講座趣旨 講座種類 

  ＜小学生対象＞ 

◆小４ 
 3日間『冬期完成講座』 
  国語・算数重要単元を確認 
◆小５・小６ 
 6日間『冬期完成講座』 
    国語・算数重要単元を確認 
  英検対策を実施   
 
       ＜中学生対象＞ 

◆中１  
  6日間 『実力向上対策』 
◆中２  
  6日間『応用力養成』  

◆中３H・中３Ｔ・中３Ｓ   

  『冬期6日＋12時限超特訓3日間』  
 
 ＜中学生特別設定コース＞ 
◆中学生 3日間『個別指導』 
◆中３ S 高校受験3科 
 『冬期6日＋6時限超特訓3日』
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 筑紫義塾 

期間 2021 . 12 . 25～2022 . 1 . 6  対象 小学４・５・６年生・中学１・２・３年生 

冬期集中講座実施要領 

２０２１  「塾生のための、たしかな学力向上の礎」 

【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（月曜日休館） 

筑紫義塾 
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駅 
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筑紫義塾 
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ふれあい 
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大土居 

昇町 

 

＜令和３年度入試成果報告＞ 
 
福岡県第５学区 県立高校 上位２校 合格率90％ 

 
 ◆ 筑紫丘高校   11名合格／12名受験 
 

 ◆  春日高校     7名合格／ 8名受験 
 
  ◆ 久留米工業高等専門学校 ◆ 福岡中央高校 

      1名合格／2名受験     7名合格／10名受験 
  
 ◆ 筑紫高校        ◆ 筑紫中央高校 

      2名合格／3名受験     8名合格／11名受験 
  
 ◆ 福翔高校  ◆ 武蔵台/柏陵/太宰府/香椎工/博多工 

      5名合格／5名受験    12名合格／12名受験 

保護者の方へ 

 今年も残すところ僅かとなりました。 『新年に向けて、一人一人の学力を大きく

飛躍させるために、その礎となる学習力を今固めておくべきである。』 と当塾教師

陣は考え、この「冬期集中講座」に全力を注ぎます。充実した講座を準備し、生徒

の意欲的な取り組みに応えてまいりますのでよろしくお願いします。 

◆塾生の方へ （塾生は年間指導の一環として全員参加を原則とします。） 

 ※「冬期集中講座受講承諾書」を１２月９日（木）までに提出してください。 

  冬期講座費用については口座振替を行うことができません。１２月１４日（火） 

  よりお渡しする「郵便振込取扱票（または月謝袋）」にて、１２月２２日（水）まで 

  に費用をご納入ください。 

 ※これまでに入塾金をご納入いただき、既に正会員となられた方の受講手続 

  は塾生に準じます。「冬期集中講座受講承諾書」に受講費用を添えて、当塾 

  窓口にご提出ください。 

◆冬期集中講座より、初めて受講される方へ 

通常入会金11，000円を半額5,500円とします。   

 ①日時をお約束の上、「面談」・「入塾時・学力診断テスト」にご来塾ください。 

                   （※入塾時・学力診断テスト受験料1,100円をご納入ください。） 

 ②受講申込書の提出と講座費用の納入を以て手続きの完了とします。  

 ※当塾は少人数制の私塾のため、各コース若干名の募集となります。ただしコース、教室 

  によってはすでに定員に達してお受付できない場合があります。   

 ※当塾の冬期集中講座を、兄弟姉妹同時受講の場合、一方のお子様の学費を30％減額 

  とします。 



 

 思考力・理解力を更に向上させる  塾生のための『冬期完成講座』 

日頃，中学生を指導し

ていて『もし，この生徒

が小学生の頃から塾

に通っていれば，今以

上の成績が取れるの

に…』と度々感じます。 

中学校の成績は高

校･大学へつながっ

ていきます。成績アッ

プのためのスタートは

まさに小学生からの

学習の徹底にあるの

です。 

少人数制の適度な緊張感 

ある授業の中で、「なぜ」

「どうして」と思考する。 

少人数の充実した指導 
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 重要な単元を厳選した学習プログラム   

冬期集中講座 中学生の部 中学１・２年生対象 

自己最高 塾生

※日程・時間帯は、４ページを参照ください。 ★指導教科…５教科 

 お子様の「達成感」を引き出す指導プラン 

◇重要単元に的を絞った学習で、「わかる」・「できる」を実感。 

◇新年1月実施の英検級取得を目指して、「英検対策」を実施。 

小学5年生（６日間完成） 小学6年生（６日間完成） 

国語 

①物語 

②説明文 

③随筆 

④詩 

⑤論説文 

算数 

①小数のかけ算とわり算 

②直方体や立方体の体積・変わり方 

③図形の角と合同・図形の面積 

④整数の性質・約分と通分・分数の計算 

⑤平均・単位量あたりの大きさ 

⑥速さ・割合 

国語 

①物語 

②説明文 

③随筆 

④詩・短歌・俳句 

⑤論説文 

算数 

①分数のかけ算とわり算・文字と式 

②対称な図形・円の面積 

③比・図形の拡大と縮小 

④比例と反比例 

⑤角柱や円柱の体積 

⑥データの調べ方・場合の数 

英語   1月実施 英検5級取得対策を行います。  英語  英検を知り、次年度英検取得を目指します。 

★指導教科…国語・算数・英語 ※日程・時間帯は、４ページを参照ください。 

学費…小５･小６（６日間）                               

国・算 ２教科受講・・・〈受講料〉12,000円＋〈教材費〉1,500円＝13,500円（税込14,850円）            

国・算・英 ３教科受講・・・〈受講料〉15,000円＋〈教材費〉2,000円＝17,000円（税込18,700円）   

この講座で、今後の学力上昇に役立つ最重要事項を学習 

◇各学年１２月までの重要単元の復習、１月からの予習を行い、更に応用力 

 養成を実現します。 

◇学習の要点→確認問題→練習問題の３段階の、確かな学習に取り組みます。 

学費…中１・中２（６日間） 

〈受講料〉18,000円＋〈教材費〉3,500円＝21,500円（税込23,650円） 

学費…小４（３日間）                               

〈受講料〉7,000円＋〈教材費〉1,500円＝8,500円（税込9,350円）   

★小学４年生は国語・算数『重要単元３日間完成講座』となります。 

◇１２月までの重要単元の復習、確認を行い、応用問題にも挑戦します。 



 

時間は短くても、集中力が

あれば、かなりの演習量と

高度なレベルをこなすこと 

 ができます。 

 中学３年生対象 

  志望校合格発表 
第一志望校合格を果たし、喜び

の瞬間です。 

冬期集中講座 高校受験の部 
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塾生が、全員合格を確実にするための『冬期６日＋１２時限超特訓３日間』 

 入試を目前に控え、高校入試頻出問題を中心とした授業で、科目・分野ごとに理解を深

め、ケアレスミスをしやすいポイントなどをチェックしていきます。 

 また｢１２時限特訓３日間」を通して、塾生に一層の奮起を促します。２０点アップ最後の機

会です。  

◇本課程講座◇ 

第一志望高校合格対策 

※日程・時間帯は、４ページを参照ください。 ★指導教科…５教科（３教科） 

冬期集中講座 中学生個別指導の部 

   「１２時限特訓３日間」集中力・持続力が身につき、高い学習効果を生み出します。 

12月29日･30日･1月4日(10：00～18：00)実施 

【費用】一般生35,000円（税込38,500円）・本課程講座受講生18,000円（税込19,800円） 

（※テキスト代を含みます） 

学力別クラス編成５教科完成コース（H・T・S） 

高校受験３科コース…３教科受験に的を絞った英数国学習コース 

希望者 

申込制 

コース 本課程 12時限3日 税込金額 受講料 教材費 学費合計 

 ① 当塾推奨  パーフェクトコース(H/T/S) 

高校受験５科＋１２時限超特訓３日間 
○ ○ 75,900円 64,000円 5,000円 69,000円 

  ② 第一志望高校合格対策(T/S) 高校受験５科 ○ ー 55,000円 46,000円 4,000円 50,000円 

  ③ 高校受験３科＋６時限超特訓３日間(S限定) ○ ○ 45,650円 38,000円 3,500円 41,500円 

  ④ 高校受験３科コース(S限定) ○ ー 31,350円 26,000円 2,500円 28,500円 

大橋校設置 〈中学生個別指導〉  受講料 

   数学単科個別・５０分×３回コース 

（中学生全学年・２名限定） 
9,000円（9,900円） 

   数学単科個別・１００分×３回コース 

（中学生全学年・２名限定） 
17,000円（18,700円） 

※別途、教材費(実費)が必要です。  ※日程・時間帯は、４ページを参照ください。 

春日校設置 〈中学生個別指導〉 受講料 

   国数英３科個別・１５０分×３回コース 

（中学１・２年生対象・３名限定）   
21,000円（23,100円） 

受験英数個別・９０分×３回コース 

（中学３年生対象・３名限定）  
16,000円（17,600円） 


