
創進ゼミ                                           www.soshin-web.com 
 

5 

2022 夏期講習 
小４～小６ ・ 中１～中３  （速読聴コースは小３～小６） 

 
当塾の講習会は、学校の長期休暇中における規則正しい生活と学習習慣の維持・確立とともに、日ごろ断片

的になりがちな知識を体系化し、弱点解消や応用力強化といった課題に主体的に取り組み、学習目標の達

成をめざして集中学習することを目的としています。 

このため、講習会の学習内容、レベル、学習量は一人ひとり異なります。学力や講習プランに合わせて個別に

作成された特別な講習限定のスケジュールによって、自分だけの自立学習が進められる講習会です。 

 

１． 講習会の日程 
   

講習 

プレテスト 
7/9(土)  

●小４～小６・中１～中３ 
（講習会前の学力診断） 

 

 

        

講習授業 
7/22(金) 

～8/22(月) 
 

パワーアップコース  マスターコース  特別コース 

●小４～小６ 
●中１～中３ 
プラン S･Ａ･Ｂ 

 
詳細は 
お問い合わせ下さい 

 
●小３～小６速読聴 

 
プランM 

        

講習 

修了テスト 

8/23(火) 

～8/25(木) 
 

●小４～小６・中１～中３ 
（中学生は志望校合格判定あり） 

 
※テストは 

 ありません 

        

修了テスト 

直し学習 
8/25(木)  

●小４～小６・中１～中３ 
（講習修了テストのテスト直し学習） 

 
 

 

 

■ 2期平常授業は 8/31(水)から始まります。 

ただし、中３は 8/27(土)の 14:30から土曜特訓[受験対策１]を実施致します。 

また、中３の平常授業は 8/31(水)から 18:40開始に変わります。19:30開始ではありませんのでご注意ください。 

 

２．講習会の指導内容・コース 

■ 次の３つのコースから選ぶことができます。 
また、部活・習い事・お出かけ等のご都合に合わせ、時間割の中から授業を選択できます。 

（1） パワーアップコース 
個別スケジュールによって分かるまで徹底的に勉強していきます。お子様の学習をすみずみ
まで塾長がチェックしますので、弱点解消や成績アップが確実に達成できるコースです。 

（2） マスターコース 
部活、ご家庭、他の習い事等の都合で授業回数を任意設定していただけるコースです。 
学習内容は削減されてしまいますので、テーマを決めて効果的な指導をします。 

（3） 特別コース 

速読聴コースです。名作の読書によって作品の素晴らしさに触れながら、速読能力と集中
力をつけていきます。子供はすぐに４、５倍の読書スピードとなり、入塾されて継続すると、最
高速度の１０倍に達することもあります。はじめての塾通いとしてもオススメします。 
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■ パワーアップコースには、S、A、Bの３つの講習プランがあります。 
 

（◎はオススメ。  ○は学力によっては上位プランがオススメ。  △はやむを得ない場合のみ。） 
 

プラン 
プラン S 

個別スケジュールにて徹底指導 
プラン A 

教科や範囲を決めて集中指導 
プラン B 

学習項目を絞ってポイント指導 

タイプ 

◎ 塾生(平常プラン３～4) 
◎ 自分のペースで苦手解消 
◎ 受験対策・総復習で完全習熟 
◎ 家庭では集中しにくい 
◎ 苦手箇所がたくさんある 
◎ 勉強のし方が分からない 

○ 塾生(平常プラン２) 
○ 入試科目が３科目の生徒 
○ 苦手箇所を選んで復習 
◎ 科目を決めて来学期の先取り 
◎ 部活や習い事等の都合で、受講
回数が多くとれない生徒 

△ 塾生はやむを得ない方のみ 
(事情を考慮しての特例) 

○ 他塾で伸びなかったので、当塾
の講習会を体験してみたい 

◎ 塾が初めて 
◎ 当塾だけでなく、他も受講 

小４ 自立学習すると勉強がよく分かり、
学ぶことが楽しくなります。すると、積
極性が生まれ、主体的に筋道を立
てて考えるようになります。 
講習会でも、自立学習を完全サポ
ートするために、必要な指導時間を
備えたプランＳを設定しております。 

お子様の習熟度に合わせ、先取り
学習できるところと、戻り学習するべ
きところを判断しながら指導します。 
ただし、プラン A では合わない学力
のお子様の場合、プラン Sへの変更
等、適した学習指導となる具体策を
アドバイスさせていただきます。 

苦手箇所の克服、または、来学期の
重点箇所の予習など、科目や単元
を絞ってポイント指導を行います。 
例として、数学では図形、理科では
電流や力、英語では中１の基礎か
ら復習などを希望される方が多く、
分かるようになったと好評です。 

小５ 

小６ 

中１ 

中２ 

中３ 

「夏を制する者は受験を制する」と
言われる通り、夏休みは総復習した
り、苦手解消したりできる絶好のチ
ャンス。そこで、入試対策問題集も
併用して、基本から入試レベルまで
数多くの問題演習を行います。弱点
については戻り学習で解消するた
め、宿題が多くなる場合もあります。 

講習時間数が少ないので、弱点箇
所と、それに関連する内容を組み合
わせて体系的に指導します。 
ただし、９月以降の学力診断テスト
に備え、夏期講習で扱わない内容
については自分で復習しておくこと
が大切です。毎日、どの時刻に何を
勉強するか決めておきましょう。 

頑張っているのに成果が出ないお
子様こそ、まずはプラン B を受講し
てみてください。今までの勉強とは
違って、分かる・できる・自信がつく
といった達成感のある楽しい勉強
です。夏休みを「変わるきっかけ」に
して大きく飛躍したお子様が当塾に
はたくさんいます。 

 

■ 塾長が、科目ごとに学習の詳細を決めて、個別スケジュールを作成します。 
 

[目的]  先取り学習 
 

戻り学習  総復習    入試対策   

×             

[設定]  
基礎の徹底 
基本のまとめ 

 
実力アップ 
応用力育成 

 
既習内容の整理 
弱点解消 

   
テスト頻出内容の 
重点トレーニング 

  

×             

  授業・宿題    家庭学習   
             
  要点・要点確認  マルチメディア解説  一問一答問題    at Home   
             

[教材]  構文トレーニング  基本問題・パターン  類題・パターン    学校教科書・ワーク   
             
  確認･練成･発展問題  総チェックシート  フィードバック    受験対策問題集   
             
  単語テスト 他  チェックテスト  到達度テスト    計算トレーニング   
             
             

⇩             

[スケジュール] 

 
① このスケジュールは学習記録表（ピンクのファイル）に綴じ、毎回、塾に持って来てください。 

② スケジュールを確認してから学習開始です。授業中に宿題が出ればすぐに記入してください。 

④ 単語チェックや宿題チェックの時、印鑑を押しますので、ファイルごと持って来てください。 

⑤ 進度の調整が必要な場合は、先生がスケジュールに書き加えていきます。 

 

■ 毎日の計算トレーニング(塾生)と単語テスト(英語受講生)のチェックは毎日あります。 
  チェック時刻は個別設定して座席表に記載します。その時刻になったら見せに来てください。 
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３． 講習プレテスト（速読聴コースを除く） 
 

■ 講習前に実施する学期末テストです。 
講習を受講する生徒全員が対象です。 
講習会で復習すべき箇所を診断するためのテス

トで、基本・標準・応用のチェックをします。 

 

■ プレテストのテスト直し学習は宿題です。 
プレテストの直しは直接書き込み、決められた日

に提出してください。質問はいつでもできますの

で、早いうちに質問しておき、提出日には全部理

解できているように心がけてください。 

 

 

 

４． 講習修了テスト（速読聴コースを除く） 
■ 講習最後に実施する実力診断テストです。 

 講習を受講した生徒全員が対象です。 
講習会終了時点での実力を診断するためのテ

ストで、テスト後にはテスト直し学習も行います。

中学生には志望校の合格可能性を判定します。 

 

■ 講習修了テストの事前勉強のために、講習
会中頃に、pal（パル）をお配りします。 
→ palのやり方 

①  palに直接書き込んで結構です。 

② 解いた後は丸つけをし、間違えたところは解

説や教科書を使って勉強してください。 

質問は自由にしてください。ただし、授業時間

外での対応になる場合があります。 

③ 以上を終えて、pal の表紙に記入してある日

までに提出してください。 
 
 

ご提出のない場合は、修了テストが受験できなくなりますので、ご注意ください。 
 

■ 修了テストのテスト直し学習について。 
テスト直しは各自の間違い直しが終了するまで行いますが、実施時間帯内で終わらなかった場合は宿題にします。 

 
● 講習会で受講した科目の間違えたところを、解説・塾のテキストなどを参考にして、 

「テスト直しノート」（塾生は計トレノートや過去問ノートと兼用で構いません）にやり直します。 
ただし、１科目ずつ先生のチェックを受けてください。分からないところはその都度個別対応します。 
 

● 講習会で受講しなかった科目の間違い直しは、一人ひとりの学習状況によって、個別に指示します。 

 

■ 修了テストの結果について 
テスト業者が修了テストの点数結果を全国の塾から集めてコンピュータ診断を行い、個人成績表を作成します。ここに

は、学力偏差値・受験者順位・学習アドバイス、中学生には志望校合格判定などが詳しく記載されております。 

テスト実施日から約２～３週間後に当塾に返送されてきますので、塾生の方は平常授業時にお子様にお渡しします。 

講習一般生の方には LINEにてお知らせしますので、郵送か教室での受け取りかをご連絡ください。 

 

(*1) テスト日時のご都合が合わない場合は、個別に対応させていただきますので、事前にご連絡ください。 

(*2) 最終入室時刻に遅刻した場合は、テスト実施時間帯で終了できる科目だけ受け、残りは別の日に行います。 

学年 
プレテスト科目 
(テスト時間の目安) 

日・時間帯(*1) テスト直し 

小４ 国算   (80分) 
7/9(土) 

15:00～19:00 

テスト直しは 
宿題にします。 
提出日は個別 
に決めます。 

小５ 国算   (80分) 

小６ 国算   (80分) 

中１ 英数国(120分) 

7/9(土) 

15:00～21:30 
中２ 

英数国(120分) 

５科   (200分) 

中３ 
英数国(120分) 

 
５科   (200分) 

※最終入室時刻(*2)[小４～小６] 17:00 
[中１～中３] ５科=18:30、 ３科=19:30  

学年 
修了テスト科目 
(テスト時間の目安) 

日・時間帯(*1 テスト直し 

小４ 国算   (80分) 
8/25(木) 

15:00～19:00 

8/25(木) 
テスト終了時～ 
最大 19:30 

小５ 国算英(110分) 

小６ 国算英(110分) 

中１ 英数国(120分) 

8/23(火) 

15:00～21:30 

8/25(木) 

15:00～21:30 

中２ 
英数国(120分) 

５科   (200分) 

中３ 
英数国(150分) 

５科   (230分) 

※最終入室時刻(*2)[小４～小６] 17:00 
[中１～中３] ５科=18:30、 ３科=19:30 



創進ゼミ                                           www.soshin-web.com 
 

5 

2022夏期講習 実施要項  講習一般生 

 

お
申
込
方
法 

① 下の表にある講習プラン S・A・B(パワーアップコース)または、講習プランＭ(速読聴のみの特別
コース)からご選択ください。ただし、事前に面談やメール等でお子様の学力や親御様のご希望な
どを伺って、指導教科や指導内容に合う適正なプランをおすすめする場合もあります。 

 
② 講習時間割(別紙)をご参照になり、授業登録申請書(別紙)に、ご希望の授業日・時間帯（授業 No.

でも可）をご記入ください。また、受講申込書にはご氏名・ご住所・お電話番号・メールアドレス
等、もれなくご記入ください。（ご記入後はお早めにご提出ください。） 

 
③  LINE の｢友だち検索｣で、当塾を電話番号(0745 76 0082)にて検索し、友だち追加してください。

(連絡用としてはメールではなく、利便性から LINE をお願いしております) 
 
④ 授業登録申請書をもとに当方で授業登録確定書を作成し、LINE にて確定費用・お支払い方法・講

習の諸注意をお伝えします。 

 
記載の金額は税別です。税込金額は授業登録申請書をご覧ください。(2022.6.8) 

学年 指導科目 プラン 
授業数(*1) 

①授業料 
教材費(*2) 

①②合計 
回数 コマ数 ②必須 ③個別 

小４ 
算国 

(＋速読聴) 

S 10回 45分× 20 ｺﾏ 20,000 3,000 ※ 23,000 

A 7回 45分× 14 ｺﾏ 17,000 3,000 ※ 20,000 

B 4回 45分×  8 ｺﾏ 12,000 3,000 ※ 15,000 

小５ 
算国英(*3) 

(＋速読聴) 

S 11回 45分× 22 ｺﾏ 22,000 4,000 ※ 26,000 

A 8回 45分× 16 ｺﾏ 19,000 4,000 ※ 23,000 

B 5回 45分× 10 ｺﾏ 14,000 4,000 ※ 18,000 

小６ 
算国英(*3) 
    (＋速読聴) 

S 12回 45分× 24 ｺﾏ 24,000 4,000 ※ 28,000 

A 9回 45分× 18 ｺﾏ 21,000 4,000 ※ 25,000 

B 6回 45分× 12 ｺﾏ 16,000 4,000 ※ 20,000 

中１ 英数理社国 

S 18回 60分× 36 ｺﾏ 47,000 4,000 ※ 51,000 

A 14回 60分× 28 ｺﾏ 37,000 4,000 ※ 41,000 

B 10回 60分× 20 ｺﾏ 26,000 4,000 ※ 30,000 

中 2 英数理社国 

S 19回 60分× 38 ｺﾏ 49,000 4,000 ※ 53,000 

A 15回 60分× 30 ｺﾏ 39,000 4,000 ※ 43,000 

B 10回 60分× 20 ｺﾏ 26,000 4,000 ※ 30,000 

中 3 英数理社国 

S 42回 60分× 84 ｺﾏ 85,000 5,000 ※ 90,000 

A 35回 60分× 70 ｺﾏ 71,000 5,000 ※ 76,000 

B 25回 60分× 50 ｺﾏ 51,000 5,000 ※ 56,000 

小３～小６ 
特別コース 

速読聴 M 
6回 
(*4) 

60分×  6 ｺﾏ 14,000 0 ※ 14,000 

 
(*1) 小学生は 45分×２コマで授業１回、中学生は 60分×２コマで授業１回となります。 

また、小学生は１日につき２回分まで、中学生は１日につき３回分まで自由に登録できます。 

※特別コースの速読聴は、60分×１コマで授業１回となり、１日につき１回分の登録です。 

(*2) 講習用テキストを使用する生徒には③の個別教材費がかかります（授業登録確定書参照）。 

(*3) 英語は主に中学英語の先取りで、文法と単語をネイティブの発音による映像を使って学習し、豊富な問題演習を行います。 

毎回、単語テストも実施します。また、算数は中学数学の先取りにすることもできます。 

(*4) 回数は追加することができます。（追加費用が必要です） 
 

■ 講習一般生のための三者個人懇談会 
講習を受講された一般生には個人懇談を実施します。 

講習会中のお子様の所見やテスト結果を中心にした 

学習全般に関する個別カウンセリングとなります。 

対象 講習一般生と保護者（個人懇談） 

日時 
8/26(金)・29(月)・30(火) 15:00～21:00 

お一人様 40分程度で時間を設定致します。 


