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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  
『算数教室講座 7日』 

＊「学力テスト」実施  

  （希望者申込制） 

◆小５・６  
『国算＋英語講座 12日』 

（英語基礎講座/英語応用講座） 

『国算実力練成講座 12日』 

＊「学力テスト」実施  

  （希望者申込制） 

 

＜中学生対象＞
◆中１  
中１『実力養成講座 16日』 

＊筑紫丘・春日志願者対象 

 「国数英応用育成講座 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 16日』 

 ＊筑紫丘・春日志願者対象 

 「国数英応用育成講座 3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 24日』                                            

『部活対応パーフェクト 20日』 

『高校受験本講座 21日』  

『夏期８時間特訓 3days』 

＊「フクト全県模試」実施（申込制）  
 

＜英数個別指導＞  

◆中学生対象     

１:２までの限定指導 

『中学生個別指導 9日』 

◆講座受講生限定 
『短期集中個別指導 3日』       
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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「個別学習指導」 

プレ診断テスト「学力診断帳票」によ

り発見した弱点をもとに、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。 

④「お子様の学力状況を報告」 

個別学習指導後、お子様の学力状

況を報告するとともに、この夏の 

克服目標について説明します。    

                

   尚、「学費に関するお知らせ」は

３ページに記載しております。 

期間    2022 . 7 .21～2022 . 8 . 30  

対象  小学4・5・6年生  /  中学生1・2・3年生 

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（水）までとなります。 

また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、生徒の努力を認めます。不十分

な点があれば反省を促します。 

 このような指導を通して、お子様が家庭で自ら学習に取り組む姿勢を育てます。 

 家庭学習指導のようす 

２０２２ 「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む子』 
                    を育てます。 

  

7 .21  夏期事前テスト実施  



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８時間特訓＞ 

夏期講座中の３日間を利用し

て、実質８時間の学習を体験さ

せます。その体験から集中力、

持続力が身に付き、高い学習

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 

８時間特訓３daysを含む 
20日 5科 T/S：13:00～16:20 

64,000 

（70,400） 
70,000 

(77,000) 

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２1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  

  TOP  筑紫丘・春日志願者対象 
実力養成＋国数英応用育成講座３日 

19日 5科 T：16:40～18:55 
36,000 

（39,600） 
44,000 

(48,400) 

  S  実力養成講座 16日 5科 S：19:15～21:30 
29,000 

（31,900） 
36,000 

(39,600) 

夏期事前レベルアップ講座 

【実施日】7月22・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 
※各講座に、学力別クラス設定。 
     （Tクラス…筑紫丘/春日志願者レベル Sクラス…筑紫/筑紫中央志願者レベル） 

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２年生コース》 ※別途「日程表」を参照 

中３  高校受験本講座  
（８時間特訓３daysは含みません。） 

21日 5科 T/S：13:00～16:20 
57,000 

（62,700） 
62,000 

(68,200) 

夏期８時間特訓３days 

集中力、持続力が身につく高い学習効果 

  【実施日】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29,700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 

８時間特訓３daysを含む 
24日 5科 T/S：13:00～16:20 

68,000 

（74,800） 
75,000 

(82,500) 

本講座コース［７月27日開始] 

部活生対応コース［8月1日開始] 

中３受験生へ  

当塾推奨の 

最強コース 

 （注意）８月2１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  

  TOP  筑紫丘・春日志願者対象 
実力養成＋国数英応用育成講座３日 

19日 5科 T：16:40～18:55 
36,000 

（39,600） 
44,000 

(48,400) 

S  実力養成講座 16日 5科 S：19:15～21:30 
29,000 

（31,900） 
36,000 

(39,600) 

 （注意）８月２1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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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 

 
「英語基礎講座」 

小学生で学ぶ英語をしっかり

復習をする講座です。 

音声だけでなく単語のつづり

などの当該学年の英語力を

養成します。 

 

「英語応用講座」 
小学生で学ぶ英語にさらに

表現の幅を広げる講座です。 

英検4級および5級の取得を

目指します。 

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1日に行います。 

    小学 ４ 年生対象  『算数教室講座』 
小学５・６年生対象  『国算実力練成講座』＋『英語基礎/応用講座』 

                  ＊前期 『夏期事前テスト』＋後期 『夏期成果テスト』を実施 

小学部受講コース案内及び学費  

（注意）８月２1日（日）実施の学力テスト（希望者申込制）は上記日数に含まれません。 

中学生対象 個別指導コース案内及び学費   

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） 

英数個別指導 全      学      年 9日 ◆：17：25～18：55 
英語 

数学 
26,000（28,600） 34,000（37,400） 

国数英個別指導 全      学      年 9日 ■：19：15～21：30 

国語 

英語 

数学 

36,000（39,600） 44,000（48,400） 

講座受講生限定 

短期集中個別指導 
中学１,  ２年 3日 

8月4,6,7日 

○：19：15～20：45 

◎：20：00～21：30 

英語 

数学 
12,000（13,200）   

※ 中学３年生に関しては、夏期講座で通常テキスト（受験用）を使用しますので該当テキストを購入していただきます。 

  尚、テキスト購入費は夏期講座から受講の方は8,100円（税込実費）、塾生で個別指導からのコース変更の方は教科数により異なります。  

  その他の学年に関しては夏期テキスト代は費用に含まれています。 

小4・5・6 夏の学力テスト 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、全国レベル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21日実施）」および小学生
「学力テスト（8月21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。） 

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 

小５ 

小６ 

 小４    算数教室講座 7日 
算数教室/国算実力練成 

4年：16：40～17：25 

12,000 

（13,200） 
16,000 

(17,600) 

  小５/６ 国算 実力練成＋英語 12日 
5年：15：00～16：20 

6年：13：00～14：20 

22,000 

（24,200） 
29,000 

 (31,900)  

  小５/６ 国算 実力練成 12日 
英語基礎/英語応用 

14：20～15：00 

18,000 

（19,800） 
24,000 

 (26,400)  
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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（月曜日休館） 

○電話で面談を予約の上、ご来塾下さい。  

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

  筑紫義塾 大橋校 

1979年創設 ４３年の歴史 

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 ２６年の歴史 

ハロデイ 
 

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。） 

                       ＜塾生の夏期講座の特別行事＞ 
 

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行事を設けます。 
     
  ・中学生 （３年生対象）            6/26(日) 17:30～22:00 「夏期事前テスト」  
  ・小学生 （全学年対象）         6/28(火)～7/2(土) 「第1期塾内期末テスト」 ※指導該当曜日・時間帯に実施します。 

  ・中学生 （全学年対象）         7/ 1(金) 中1.2 / 7/2（土）中3  19:30～22:00 「第1期塾内期末テスト」 
  ・中学生 （中学３年生対象）        7/ 3(日) 「夏の入試対策説明会」 ※別紙にてご案内します。 

  ・小・中学生 （全学年対象）        7/ 9(土)・10(日) 「第1期個人懇談会」 ※別紙にてご案内します。 
  ・小・中学生 （中学３年生以外対象）   7/21(水) 「夏期事前テスト」 ※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）           7/17(日) 「第３回フクト模試」 ※別紙にてご案内します。 
  ・中学生 （３年生対象）            7/22(金)～7/25(月) 13:00～20:20 「夏期事前レベルアップ講座  全40講座設定」 
    ・中学生 （全学年対象）         8/27(土)～8/29（月） 「前期期末考査対策期間」 
                            9/ 3（土） 第2期開講 

＜公立高校合格実績＞ 
 

筑紫丘高校  20名合格 

春日高校    21名合格 

福岡中央高校 13名合格 

筑紫高校    14名合格 

筑紫中央高校 21名合格 

福翔高校     8名合格 

国立高専    2名合格 
（過去３年） 

56

58

60

62

64

66

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月 1月

学力偏差値推移 本人の学力偏…偏差値

春日高校へ進学 

62

64

66

68

70

72

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月 1月

学力偏差値推移 本人の学力偏…偏差値

筑紫丘高校へ進学 

50

52

54

56

58

60

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月 1月

学力偏差値推移 本人の学力偏…偏差値

福岡中央高校へ進学 

本人の学力偏差値 

本人の学力偏差値 

本人の学力偏差値 


