
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。



小学４年生

※１　夏期講習お申込み前に入会をされると、塾生料金で受講していただくことが出来ます。
※２　クラス授業の日程は規定のスケジュールからお選びいただくことが出来ます。同封のスケジュール
用紙をご参照ください。
※３　個別授業の日程は相談の上、決定します。詳しくはお問合せ下さい。

塾生：69,850円
講習生：79,200円

費用※１ 授業時間帯※２

塾生：87,450円
講習生：101,200円

8:30～14:50
の中から選択

費用 授業時間帯

塾生：69,850円
講習生：79,200円

8:30～14:50
の中から選択

塾生：109,450円
講習生：132,000円

費用 授業時間帯

塾生：105,050円
講習生：121,000円

8:30～14:50
の中から選択

※３
塾生：162,250円

講習生：178,200円

科目 授業、テスト

２科目
クラス授業×32回
実力テスト×5回

４科目
クラス授業×32回
個別授業×24回
実力テスト×1回

２科目
クラス授業×24回
実力テスト×3回

４科目
クラス授業×48回
実力テスト×3回

小学６年生

４科目
クラス授業×40回
実力テスト×3回

小学５年生
科目 授業、テスト

科目

２科目
クラス授業×24回
実力テスト×3回

授業、テスト

●期間：7/21～8/31　(日曜日、8/11～15は休塾日となります。)
●対象：小学4～6年生　(小学１～３年生は別紙の小学生コースをご参照ください)
●授業形式：クラス授業(1回50分最大4名)に加え、難関校対策など、よりきめ細かく対
応が可能な個別授業(1回80分最大2名)があります。
●科目：算数・国語・理科・社会
●実力テスト：授業で使用するテキストの内容と連動した中学入試用の成績判定テスト
です。採点が行われ成績表が返却されます。毎回志望校判定を行うことが出来ます。

☆夏期講習ラインナップ
下記以外にもお勧めのパック講習がございます。
次頁以降をご参照ください。

☆夏期講習詳細

小学生　中学受験コース
夏期講習の

ご案内



　　

算数・国語 各１２回　理科・社会 各８回

※小学４年生のテストは２教科のみとなります。授業は４科目の受講が可能です。

※金額は全て税込みです。

個別授業（８０分　最大２名） 個別授業（８０分　最大２名）

なし ‐ ‐ なし

個別授業（８０分　最大２名）

なし

‐ ‐

計６回

計６回算数・国語 各３回

講習生： 90,200円 塾生： 78,650円

各１２回

算数・国語 各３回

算数・国語 各３回

個別授業（８０分　最大２名）

なし ‐ ‐

計２４回 計４０回

79,200円 塾生： 69,850円 講習生： 101,200円 塾生： 87,450円

講習生： 134,200円 塾生： 113,850円

１学期復習パック【４科目】

算数・国語の苦手は残しておきたくない方に！ １学期内容をしっかり復習したい方に！

クラス授業（５０分　最大４名） クラス授業（５０分　最大４名）

この夏から受験勉強をスタートさせたい方にお勧
めのパックです。算数・国語をメインにしつつ、理
科・社会も取り入れた４科目受験を見据えた学習
を行います。

この夏から受験勉強をスタートさせたい方にお勧
めのパックです。他の習い事や行事との両立も可
能な回数で、算数・国語の学習をメインに行いま
す。通塾が初めての方でも無理なく受験勉強を行
うことが出来ます。

算数・国語・理科・社会

計６回

算数・国語

計６回

小学生　中学受験コース　パック講習

対象：小学４年生

受験スタートパック【２科目】 受験スタートパック【４科目】

１学期復習パック【２科目】

この夏から受験勉強をスタートさせたい方に！ ４科目での受験勉強を始めたい方に！

夏期講習の
ご案内

クラス授業（５０分　最大４名）

実力テスト

テスト復習会

計６回

クラス授業（５０分　最大４名）

実力テスト

テスト復習会

‐ ‐

算数・国語 各３回

算数・国語 各３回

計６回

テスト復習会 テスト復習会

「１学期から受験勉強を始めていたけど、いまひと
つ理解出来ていない内容がある」という方にお勧
めのパックです。一人ひとりの苦手な分野・単元に
合わせて効率的な学習を行っていきます。

「１学期から受験勉強を始めていたけど、いまひと
つ理解出来ていない内容がある」という方にお勧
めのパックです。一人ひとりの苦手な分野・単元に
合わせて効率的な学習を行っていきます。

実力テスト 実力テスト

計６４回各１６回

算数・国語 各３回

算数・国語 各３回

計３２回

計６回

計６回

算数・国語 各１６回

算数・国語 各３回

講習生：



　　

※金額は全て税込みです。

‐ なし ‐ ‐

個別授業（８０分　最大２名） 個別授業（８０分　最大２名）

なし ‐ ‐ なし ‐ ‐

個別授業（８０分　最大２名） 個別授業（８０分　最大２名）

塾生： 109,450円

講習生： 90,200円 塾生： 78,650円 講習生： 154,000円 塾生： 127,050円

この夏から受験勉強をスタートさせたい方に！

夏期講習の
ご案内

小学生　中学受験コース　パック講習

各３回

なし ‐

講習生： 79,200円 塾生： 69,850円 講習生： 132,000円

各３回

算数・国語 各１６回

算数・国語 各３回

対象：小学５年生

クラス授業（５０分　最大４名） クラス授業（５０分　最大４名）

受験スタートパック【２科目】 受験スタートパック【４科目】

この夏から受験勉強をスタートさせたい方に！

テスト復習会 テスト復習会

計６回 計１２回算数・国語・理科・社会 各３回

この夏から受験勉強をスタートさせたい方にお勧
めのパックです。他の習い事や行事との両立も可
能な回数で、算数・国語の学習をメインに行いま
す。通塾が初めての方でも無理なく受験勉強を行
うことが出来ます。

この夏から受験勉強をスタートさせたい方にお勧
めのパックです。決して早くはないスタートになりま
すので、週４、５回の通塾ペースで受験勉強その
ものに慣れていく生活にしていきましょう。

復習パック【２科目】 復習パック【４科目】

総復習を行い、苦手をなくしたい方に！ 総復習を行い、苦手をなくしたい方に！

クラス授業（５０分　最大４名） クラス授業（５０分　最大４名）

算数・国語 各３回

実力テスト 実力テスト

計６回 計１２回

計２４回 計４８回算数・国語・理科・社会 各１２回

算数・国語・理科・社会 各３回

算数・国語 各１２回

算数・国語

実力テスト 実力テスト

計６回 計１２回

計３２回 計６４回算数・国語・理科・社会 各１６回

算数・国語・理科・社会

「４年生から受験勉強をしてきたけど、模試で結果
が出せていない」という方にお勧めのパックです。
４年生の内容からしっかり復習を行い、今後の受
験勉強の土台作りを再度行っていきます。

「４年生から受験勉強をしてきたけど、模試で結果
が出せていない」という方にお勧めのパックです。
４年生の内容からしっかり復習を行い、今後の受
験勉強の土台作りを再度行っていきます。

テスト復習会 テスト復習会

計６回 計１２回算数・国語・理科・社会 各３回算数・国語 各３回



　　

※金額は全て税込みです。

５０分のクラス授業では東葛中対策としての思考
力問題演習をメインに行いつつ、算数の特殊算・
理社の知識確認等私立中の対策を個別授業で行
うパックです。各科目の回数は必要に応じて割り
振りを行います。

市川中・東邦大東邦などの難関校を目指す方向
けのパックです。難関校を目指す場合でも夏に必
要なものは基礎です。この時期に基礎を固めてお
きつつ、過去問等の応用問題にも触れていくこと
で冬に合格点を取れる力を養成します。

講習生： 166,100円 塾生： 144,650円 講習生： 178,200円 塾生： 162,250円

算数・国語・理科・社会 各１回 計４回 算数・国語・理科・社会 各１回 計４回

テスト復習会 テスト復習会

算数・国語・理科・社会 各１回 計４回 算数・国語・理科・社会 各１回 計４回

個別授業（８０分　最大２名） 個別授業（８０分　最大２名）

私立対策 計１２回 過去問対策 計２４回

実力テスト 実力テスト

東葛中＋私立中対策パック 難関校対策パック

東葛中対策をしつつ私立併願希望の方に！ この夏で実力をつけ難関校を突破したい方に！

クラス授業（５０分　最大４名） クラス授業（５０分　最大４名）

東葛中対策 計６４回 基礎徹底 計３２回

受験に必要な小学生内容の徹底復習を行うパック
です。受験勉強の開始が出遅れたと感じている方
や、既学習単元に不安のある方にお勧めです。事
前に復習が必要な単元を洗い出し、それらをひと
つずつ丁寧に復習していきます。

受験に必要な小学生内容の徹底復習を行うパック
です。受験勉強の開始が出遅れたと感じている方
や、既学習単元に不安のある方にお勧めです。事
前に復習が必要な単元を洗い出し、それらをひと
つずつ丁寧に復習していきます。

講習生： 121,000円 塾生： 105,050円 講習生： 176,000円 塾生： 144,650円

算数・国語 各５回 計１０回 算数・国語・理科・社会 各５回 計２０回

テスト復習会 テスト復習会

算数・国語 各５回 計１０回 算数・国語・理科・社会 各５回 計２０回

個別授業（８０分　最大２名） 個別授業（８０分　最大２名）

なし ‐ ‐ なし ‐ ‐

実力テスト 実力テスト

対象：小学６年生

総復習パック【２科目】 総復習パック【４科目】

既習単元での苦手をなくしておきたい方に！ 既習単元での苦手をなくしておきたい方に！

クラス授業（５０分　最大４名） クラス授業（５０分　最大４名）

算数・国語 各１６回 計３２回 算数・国語・理科・社会 各１２回 計４８回

夏期講習の
ご案内

小学生　中学受験コース　パック講習
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○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

○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

＊全て定員制で行っておりますので、お申し込み時期により、ご希望のコース、日程が満席となっ
ている場合がございます。ご了承頂きますようお願いいたします。

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

① お子様の学習内容を当指導会担当者にご相談下さい。
また、担当者から講習内容をご提案させて頂くこともございます。
お申込時にカリキュラム・内容を決定いたします。
＊添付のスケジュール表をご確認のうえ、ご希望の日時をお決めください。
＊少人数定員制のため、申込み時期によりご希望に添えない場合がございます。

②お申込み用紙に必要事項をご記入の上、講習費用を添えて当指導会窓口にてご提出下さい。

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≫
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