
夏期講習の
ご案内

各種コースのご案内 お申し込み
方法小学生 中学１，２年生 中学３年生 個別指導

大切な夏だから…

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

フラップ指導会の夏期講習！

２０２２年度



夏期講習の
ご案内 この夏…　苦手克服・実力アップで飛躍の夏にしよう！！

小学生の皆さんへ

早い段階で基礎力の育成を！
　 小学生、特に小４から小６は、ゴールデンエイジと呼ばれます。この時期は能力の伸びも
よく、一度身につけたものは、今後の成績や能力、思考力の伸長に直接的につながっていき
ます。
　また、学習は積み重ねです。夏の間に学習習慣が崩れない様、できるだけ塾を活用し、次
のステップへ向けて計画的な勉強を心がけていきましょう。

フラップ指導会　講習のプラスα！

講習受講者全員

フォローアップ

前半、後半終了時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。



*費用は全て税込表示です。

夏期講習の
ご案内

各種コースのご案内
小学生

 ・個別指導講座　１：２指導で更にきめ細かく　受験予定の生徒さんはご相談下さい。 

＜コース・受講費用一覧＞

コース名 科目 費用 日数・時間数

☆小学生　夏期講習ラインナップ

講習パック・フリーチョイス講習には６時間の特別講座『フォローアップ講座』がセット！！
弱点補強や欠席日のフォローまで一人一人のテーマにあわせてわかるまで指導！
無駄な時間は作りません。必ず得るものがあります。ＦＬＡＰで充実した夏を過ごしてください！

・パック講習

≪フォローアップで定着≫
　学習したことを理解・吸収し定着させ、自分自身で解けて初めて実力が身についたと言えます。
講習で学習して終わりにするのではなく、適切な指導とともに３時間のフォローアップで講習の仕上げを行
い、定着しているかどうかの確認までを行います。

・英語検定合格講座

・フリーチョイス講習

個別指導コース 選択
１７,０５０円～
８５,２５０円

１：２指導
８０分×４回～２０回

パック講習 選択

計　４回：　８,２５０円
計　８回：１２,６５０円
計１２回：１７,０５０円
計１６回：２１,４５０円

*以後４回あたり
　　　　　＋４,４００円

４名定員制

英検対策講座 英語 ２５,５７５円～
１：２指導

８０分×６回～

フラップ指導会では、夏休みには「１学期の復習や２学期の予習、今までの苦手分野の復習」

を絞り込んでピックアップし、日程・時間が自由にお選びいただける講習パックを複数ご用意

いたしました。（詳細は次ページをご参照下さい）

○1科目 ５０分×４回,８回,１２回,…

上記の講習パック以外の内容をご希望の際はご相談ください。話し合いによって内容、授

業回数を決定していく「フリーチョイス講習」もご用意いたしております。取得したい回数を、４

回単位でお選び下さい。ご都合に合わせて別紙スケジュール表にある時間帯よりお選びい

ただけます。内容や、スケジュールに関してもお気軽にご相談下さい。目的やご希望に合わ

せたカリキュラムを作成いたします。

○５級から２級まで 受験級に応じたコツを教えます。リスニング対策も万全に！

○５科目から選択 苦手な教科、伸ばしたい教科を目的に応じて自由に設定できます。



　　 小学生講習パック　　～人気講座紹介～

計 算 特 訓 小 ４ 文 章 題 分 数 ・ 小 数 特 訓
【対象：全学年】全４回 【対象：小４】全８回 【対象：小５,６】全４回

夏期講習の
ご案内

各種コースのご案内
小学生

【対象：小５,６】全８回 【対象：小６】全４回 【対象：小６】全８回

　各図形の学習をし、どんな図形の面
積も求められるようにするのが目的
のパックです。内容は「三角形、四角
形、円の面積」「角度」です。図形の公
式が反射的に頭に浮かんでくるよう、
繰り返し式を書いて問題に取り組み
ます。また、上記の内容はいずれも、
中学校では「出来て当たり前」で進み
ます。今のうちに各種図形に詳しく
なっておきましょう。

　多くの生徒がつまずきやすい「速さ」
の問題を予習していきます。「速さ」の
問題演習を行いながら正しく理解し、文
章問題も簡単に解けるようにするのが
目的です。この講座では、「道のり」「速
さ」「時間」の考え方や、「時速」から「分
速」への単位変換、文章問題での式の
作り方を練習していきます。苦手分野
になる前に、理解を深めてください。

　「割合」について正しく再理解し、その
延長である「比」の問題、およびそれを
使った文章題を解けるようにするのが
目的です。「百分率」「歩合」の考え方か
ら、「くらべる量」「もとにする量」「割合」
の区別、文章問題での式の作り方まで
を繰り返し練習していきます。
この分野によって『数学』の点数が大き
く変わってきます。

　算数、数学の土台となる「計算力」を
養うために、たくさんの問題を演習し
ます。学年、単元ごとに細かく区切り
ながら、どこを苦手としているか、何を
補えば良いかを突き詰め苦手の克服
を目指します。すでに先行している場
合は学習単元を自由に選ぶこともで
きます。低学年の生徒さんには、ゲー
ム感覚も交えて楽しく計算力を養いま
す。

　文章問題に対する苦手意識を無くし、
きちんと自らの頭で式が立てられるよう
にするのが目的のパックです。
四則計算の確認を行ってから、「文章
から一つの式をたてる」作業を繰り返し
行い、定着を図ります。なんとなくでは
なく、どうやって式を作っていくのか。な
ぜこの式になるのか。理解して文章問
題を解けるように練習していきます。

　多くの演習問題に取り組んで小数・分
数の解き方を特訓します。約数や倍数
の考え方、通分の仕方から四則計算の
問題まで、繰り返し演習し、問題の解き
方を定着させます。中学に進学した時、
分数・小数の計算でつまずいている生
徒も多くいます。今のうちに分数、小数
の計算を完璧にして、中学の勉強に備
えましょう。

図 形 特 訓 速 さ 特 訓 割 合 ・ 比 ・ 文 章 題

　現在小学校では3年生から英語の
授業が始まっています。それに伴い、
学校の英語の授業をスムーズに進め
ていきたい方のためのパックです。
　内容は、「アルファベットの読み書
き」、「ローマ字」、「英語の発音」、「身
近な単語の読み方」などから初めて、
小学校の英語の基本を固めていきま
す。

　今年度から中学校の英語のカリキュ
ラムが変更され、難易度が大幅に高く
なりました。小学校で扱われる単語も
1300語から2600語に増加し、中学に上
がる前にできるだけ多くの単語を習得
する必要があります。このパックでは単
語は勿論、中学の 初に学ぶ「be動
詞」「一般動詞」「can」を中心に、中学
英語の予習をしていきます。

　「作文は、何を書いたらいいかわから
ない」「『思ったこと、感じたことを書きな
さい』って簡単に言うけれど…」
　作文の書き方にはコツがあります。短
文を書くことから始め、文と文をつない
でいき、意味のある段落を作ります。そ
れを重ねて行って２００字から４００字の
作文を作ります。それを反復演習してい
きます。これでもう、悩み解消！！

漢 検 受 検 特 訓 フリーチョイス講座

は じ め て の 英 語 初 め て の 「 中 学 」 英 語 作 文 特 訓
【対象：小３,４】全４回 【対象：小５,６】全８回 【対象：全学年】全１２回

２１,４５０円計１６回

【４級～１０級の受検生】全４回 【対象：全学年】

　漢字検定には単純な書きや読みだ
けではなく、部首・類義語・対義語・同
音異義語…などなど、様々な知識を
駆使して解く問題がたくさん出ます。
それらは、自力での勉強ですとなかな
か身につかないものです。
この講座では、出題される単元ごとに
学習を行い、１０月の検定合格へ向
けて授業を進めていきます。

＊苦手分野やテーマに合わせて学習
内容、回数を選択できます。
＊取得回数は、ご希望に応じて４回
セットで取得することが可能です。
　苦手な単元に戻って学習することも、
また、学年を飛び越えて先の内容に進
むことも自由自在。
※授業内容はお申し込み時に担当者
と保護者様とのカウンセリングの上決
定いたします。

受講費用

１７,０５０円

１２,６５０円

８,２５０円

計１２回

計８回

計４回

以降４回あたり　４,４００円
　　　　　　　　　　　＊全て税込表示です



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。
７月１５日（金）にご指定の口座から引き落としとなります。

７月４日（月）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。"

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

お申し込み
方法

お申込みと費用のご納入について

◎本部 柏市南柏1-6-12　穂高第20ブラザーズ1Ｆ ℡　04-7140-2666

夏期講習の
ご案内

各種コースのご案内

≪フラップネットワーク≫

お申込み
７月２日（土）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。

費用のご納入

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。

７月１５日（金）にご指定の口座から引き落としとなります。

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

○三矢小台教室 松戸市三矢小台4-14-4　メゾンソレイユ102 ℡　047-394-4281

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

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

○南流山教室 流山市南流山1-1-12　千修ビル201 ℡　04-7136-1221




