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 どこよりも丁寧に！どこよりも良質な授業を！
カリキュラム消化だけで終わらないのが

フラップ指導会の講習会！

２０２３年度 

フラップ指導会 春期講習



　進級・進学おめでとうございます。今、皆さんは、新たな学年を迎えるにあた
り、大きな期待も不安もあると思います。

フラップ指導会はその不安を解消し、希望をもって新たな学年を迎えられるよ
う力になりたいと考えています。

春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

新中学１年生の皆さんへ

中１は生活習慣を変える大チャンス！
　 新中学１年生は、本格的に英語学習や部活動の開始、通学場所の変化などにより確実に今まで
と生活習慣が変わります。
　一旦落ち着くと、改めて勉強時間を増やすことはとても負担が大きくなります。事前に学習習慣を
身につけることが大切です。
　この春休みに、一足早く中学生の学習習慣を身につけることで、部活動との両立も可能になりま
す。

中学総合コース受講者

フラップ指導会
講習のプラスα！

フォローアップ 到達度テスト

講習最終日に補講時間を設けていま
す。欠席時の補習や理解不足の補完
など、それぞれのテーマで学習します。

講習範囲の理解度を確認するテストを
行ないます。テスト結果をみてアドバイ
スや補講などを行ないます。

講習受講者全員
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◎最終日の授業はフォローアップになります。欠席時の補習・分からなかった点の学習・演習不足

の内容の学習など、一人ひとりテーマを決めて学習します。

◎フォローアップ後に、講習範囲の理解度の確認のために到達度テストを行ないます。

○到達度テスト終了後も、月曜補講等を使って出来なかった単元や弱点分野等のフォローを行ないます。

２４回 112,200円
３６回 168,300円

春期講習の
ご案内

最大２３時間　授業時間（５０分×２０講座）
＋フォローアップ３時間

内容・科目数

新中学1年生特別講習　（春期講習総合コース）

新中学1年生

M1

講習費用

数学学習内容

アルファベットと単語

E6 一般動詞と否定文、疑問文 M6

E3
E4 be動詞のまとめ M4
E5 一般動詞と否定文、疑問文 M5

　１クラス８名までの少人数クラスで授業を行ないます。日程・学習内容を選択できます。科目ごとの料金
ですので、同一科目で最大１０回の授業に参加できます。

中学１年生は英数の２科目に絞って授業を行ないます。英語ではアルファベットから、be動詞を使った疑
問文・否定文、一般動詞を使った疑問文・否定文、canを用いた文までと、最初の定期テストの必須内容
の学習を行ないます。数学は正負の数の考え方から、正負の四則計算を学習し計算力を養います。

各教室でのオプション講座と一緒に受講されるとより効果的です。

英語学習内容

E1

be動詞と否定文、疑問文

正負の数の乗法　１時間目

E2 正負の数の加法・減法　１時間目

各種コースのご案内

正負の数の乗法　２時間目

正負の数の除法　１時間目

正負の数

正負の数の加減混合

１科目６,６００円  ２科目１１,０００円

M3 正負の数の加法・減法　２時間目

be動詞と否定文、疑問文 M2

M7
E8 canを用いた文

E9 canを用いた文

E10 春期講習のまとめ

M8 正負の数の除法　２時間目

M9 正負の数の乗除混合

M10 正負の数の四則混合

オリジナル個別指導コース

◎発展内容や復習など自分の課題をマスター
◎各種検定対策など
◎総合コースにプラスして、苦手科目の対策　など

E7 ｂe動詞と一般動詞の確認

　講師１名に対し生徒２名までの指導になります。
　完全オーダーメイドで授業を組むことができるので、単元や傾向を
絞って自分だけのオリジナルカリキュラムで学習できます。
　内容によって必要時間数が異なりますので、受講をご希望の場合
は、教室の責任者または担当者へご相談ください。
　右記回数はモデル回数です。記載のない回数での受講も可能で
すので、お気軽にお問い合わせください。

８回 37,400円
１２回 56,100円

受　講　費　用
回数 費用
４回 18,700円
６回 28,050円

・E５～１０、M５～１０は、年間カリキュラムの一環ですので、塾生は必修となります。

・E１～４、M1～４の授業は、３月の復習内容になります。講習生の方は是非取得してください。
・塾生も、復習として活用したい方は参加することができます。
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春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

個別指導　英検

英検対策講座　～個別指導形式～

英語検定は学年を問わず各級にチャレンジできることから、フラップ指導会では個別指導での対策を行っております。現状に合わせたレベルから各級の合格に必要な
授業を行います。

英検５級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

18,700 円

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング
対策を１から行っていきます。

選択問題・語順整序・リスニング等各自の弱点に
合わせた単元別学習を行います。

次回検定日までに過去問等演習で仕上げを行
います。

推奨回
数 10 回 46,750 円

推奨回
数

6 回 28,050 円
推奨回

数 4 回 18,700 円

6 回 29,040 円

英検４級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング
対策を１から行っていきます。

選択問題・語順整序・長文・リスニング等、各自の
弱点に合わせた単元別学習を行います。

次回検定日までに過去問等演習で仕上げを行
います。

推奨回
数 10 回 46,750 円 推奨回

数
6 回 28,050 円 推奨回

数 4 回

円 推奨回
数 8 回 41,360 円

英検３級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング・
ライティング・面接対策を１から行っていきま
す。

選択問題・語順整序・長文・リスニング・ライティン
グ・面接等、各自の弱点に合わせた単元別学習
を行います。

次回検定日までに過去問演習・面接練習で仕上
げを行います。

推奨回
数 12 回 58,080 円 推奨回

数
8 回 38,720 円 推奨回

数

回 43,560 円 推奨回
数 8 回 43,560 円

英検準２級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング・
ライティング・面接対策を１から行っていきま
す。

選択問題・語順整序・長文・リスニング・ライティン
グ・面接等、各自の弱点に合わせた単元別学習
を行います。

次回検定日までに過去問演習・面接練習で仕上
げを行います。

推奨回
数 16 回 82,720 円 推奨回

数
8 回 41,360

英検２級対策

初学者向け 弱点補強 検定直前の仕上げ

合格までに必要な単熟語・文法・リスニング・
ライティング・面接対策を１から行っていきま
す。

選択問題・語順整序・長文・リスニング・ライティン
グ・面接等、各自の弱点に合わせた単元別学習
を行います。

次回検定日までに過去問演習・面接練習で仕上
げを行います。

推奨回
数 16 回 87,120 円 推奨回

数
8
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費用のご納入

※３月２５日（土）以降にお申込いただいた場合、講習費用は当指導会窓
口まで直接ご納入ください。

講習の費用に関しましても
月々の授業料と同様に郵便局の口座からの引き落としを
させていただきます。
４月５日（水）にご指定の口座から引き落としとなります。

※３月２５日（土）以降にお申込いただいた場合、講習費用
は当指導会窓口まで直接ご納入ください。

お申込み
３月２４日（金）までに、申込用紙に必要事項を記入の上、当指導会窓口に
ご提出ください。全てのコースにおいて定員になり次第締め切りとさせてい
ただきます。ご了承ください。

春期講習のお申込と費用のご納入について

春期講習の
ご案内 お申し込み方法

各種コースのご案内

講習の費用に関しましても月々の授業料と同様に郵便局の口座からの引
き落としをさせていただきます。

４月５日（水）にご指定の口座から引き落としとなります。
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○南流山教室 ℡　04-7136-1221 流山市南流山1-1-12　千修ビル2F

○三矢小台教室 ℡　047-394-4281 松戸市三矢小台4-14-4　メゾンソレイユ1F

○南柏教室 ℡　04-7170-2001 柏市南柏1-6-12　穂高第20ブラザーズ1Ｆ

○北小金教室 ℡　047-309-6868 松戸市久保平賀390トーシンビル2Ｆ

≪フラップネットワーク≫

○まばし教室 ℡　047-309-7220 松戸市西馬橋蔵元町47　第2コーポオンダ1Ｆ




