
　

春の特別講習
ご案内

各種コースのご案内

小学生 新中学１年生 新中学２・３年生 個別指導 お申し込み方法
通常コースの

ご案内

 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。

春の特別講習
ご案内

各種コースのご案内

講習受講者全員

新中学２年生の皆さんへ

部活動との両立も勉強のうち！！
　 中学２年生は、部活動が活発になります。そんな中、勉強と部活動との両立に悩む生徒も出てき
ます。5月・6月には部活動が忙しくなり、勉強時間の確保が難しくなりますが、そんなときに大切に
なるのがアドバンテージ（一歩先に進んでいるということ）です。
春休みに、どれぐらいアドバンテージが取れるかで、部活動の活発な5月・6月を、無理なく乗り切れ
るかどうかが変わってきます。

新中学３年生の皆さんへ

受験学年スタートです！！
　新中学３年生は、１０ヶ月後に受験が待っています。部活動が終わってから・・と悠長に構えてい
ると、貴重な１０ヶ月のうち４ヶ月も過ぎてしまいます。どれだけ早く受験態勢に移れるか、更にどれ
だけ早く中学生の学習内容を一通り学習し終えることができるかが、成績伸長・受験突破の最重要
課題になります。
　時間はどんどん過ぎていきます。早めに行動することに大きな意味があります。

中学総合コース受講者 中2・3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 小テスト

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。

授業の始めに毎回小テスト
を行ないます。基礎知識や
基本計算など基礎力の底
上げを図ります。
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◎２日目より毎回、授業の始めに小テストがあります。基本事項の知識を向上できます。

◎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います。

○到達度テスト終了後も、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。

新中学２・３年生　春期講習総合コース（全２７時間）

新中学２・３年生

○総合コース内容

２４回

○講習費用

◎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

受　講　費　用
回数

春の特別講習
ご案内

各種コースのご案内

新中学３年生

19,800円

40,920円
20,460円

122,760円
61,380円

29,700円

59,400円
39,600円

学習内容は新学期の予習事項（学校では４・５月の学習内容）がメインになります。日程は各教室で決まっておりますの
で、付属の日程表をご覧ください。

～新中学２年生:講習内容～
英語　：未来の文【予習分野】
数学　：連立方程式の計算【予習分野】
国語　：読解【指示語、接続語】

～新中学３年生:講習内容～
英語　：現在完了【予習分野】
数学　：平方根【予習分野】
国語　：読解【段落、キーワード、文脈】

・フォローアップ講座について
個々のテーマを達成するために３時間のフォローアップを組み込んでいます。
欠席した内容、理解不足だった内容の補習にも利用できます。フォローアップをうまく利用し、学習した内
容をより定着させます。

・講　義　授　業      ：

・フォローアップ講座  ：
・到達度確認テスト  ：

英語:８時間、数学:８時間
国語:８時間
３時間
３科目（英語・数学・国語)

30,800円

回数

４回
８回

オリジナル個別指導コース

１２回　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。

新中学２年生

１２回
２４回

４回
８回
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英検５級対策

個別指導　英検

10 回 49,500 円 推奨
回数

6 回 29,700 円 推奨
回数 4 回 19,800 円

検定直前の仕上げ

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 91,520 円 推奨

回数
8 回 45,760 円 推奨

回数 8 回 45,760 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 87,120 円 推奨

回数
8 回 43,560 円 推奨

回数 8 回 43,560 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 61,380 円 推奨

回数
8 回 40,920 円 推奨

回数 6 回 30,690 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 49,500 円 推奨
回数

6 回 29,700 円 推奨
回数

4 回 19,800 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。

春期講習の
ご案内

各種コースのご案内

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。

推奨
回数

初学者向け 弱点補強
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お申し込み方法

各種コースのご案内

お申込み
申込用紙に必要事項を記入の上、当指導会窓口に講習費用と一緒にご
提出ください。

費用のご納入

春期講習のお申込と費用のご納入について お申し込み・ご納入は
全て窓口にてお願いいたします

お申し込み時に当指導会窓口にて直接ご納入ください。
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。

春の特別講習
ご案内
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≪フラップネットワーク≫

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

○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

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

○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

ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：//ｆｌａｐ.cc/　　　　Ｅ-ｍａｉｌ　ｉｎｆｏ＠flap.cc




