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２０２１年度

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！

お申し込み
方法

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

中学１年生の皆さんへ

早い段階で基礎力の育成を！

中１の学習は想像以上に大切！

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。

中学の勉強は中１の学習内容が全ての土
台となります。受験生になり「中１からちゃんと
やっておけば良かった」と思う中学３年生が多
くいます。
夏休みの間に２学期の予習分野も進めま
す。特に英語の「三人称単数」と、数学の「方
程式」は今後の英語・数学の学習の要になる
重要な単元です。得意・不得意の分岐点でも
あります。この夏で完璧にしていきましょう。

中学２年生の皆さんへ

中学３年生の皆さんへ

受験必出単元の山場は２学期から！

受験勉強も本格的に始動！

中学２年生は中学生活にも慣れ、中だるみ
の時期と言われますが、実は受験必出単元
の学習が目白押しです。
特に英語では助動詞・動名詞、数学では一
次関数。非常に重要な単元ですが苦手にして
しまう生徒さんもたくさんいるため、これらを夏
期講習のメインにします。この単元をスムーズ
に乗り切れるかどうかで今後の成績や志望校
が大幅に変わってきます。２年生からしっかり
受験を意識していきましょう。

夏からは受験を意識した勉強中心の生活に
なります。夏期講習では全科目で既習単元の
復習と予習分野を学習します。夏休みの期間
には講習と平常授業を合わせておよそ３カ月
分の学習を行います。９月以降の受験対策へ
のベースを作り上げます。授業以外にも「授業
の復習」「塾の宿題」「小テストの勉強」…「今ま
でこんなに勉強したことない」と思うはずです。
でも、それが受験勉強を始めるという事なので
す。頑張って乗り越えていきましょう。

高校１・２年生の皆さんへ

高校３年生の皆さんへ

大学受験は甘くない！

残されている時間は少ない！

大学受験を高校受験と同様に考えてい
ては失敗します。担当講師達からも口を
酸っぱくして言われていることと思います。
高３になってからでは第１志望への合格は
難しいと思ってください。勉強を続けてきた
人が行きたい大学へ行けます。全入時代
といわれる今、行ける大学で満足です
か？志望する大学へ行きたいと思いませ
んか？今すぐ対策を始めましょう。

高３の夏が近づいてきました。秋から実戦
演習・過去問研究に入れるように夏には土
台を完成させておきたいところです。受験ま
での計画は当然立てて実行中だとは思いま
すが、ほとんどの生徒に当てはまることを言
うと、おそらく夏は計画以上の勉強量が必要
です。残りあと数カ月です。後で後悔しない
ようにしてください。

フォローアップ
フラップ指導会
講習のプラスα！ 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。

到達度テスト

小テストレース

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。

各授業の始めに毎回小
テストを行います。基礎
知識や基本計算など基
礎力の底上げを図りま
す。

講習受講者全員

中学総合コース受講者 中学総合コース受講者
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☆個別指導コース
授業形態
個別指導 【１：２指導（講師１人に生徒２人）】
１コマ ８０分授業 ＊学年別にモデルコースを設定しています。
授業時間

午前９：００～午後９：５０の間

＊お申し込み時に担当者と日程、時間等授業スケジュールを話し合います。部活
動の予定やご旅行、その他の都合を考慮し決定します。
お申し込み期間
・ ７/３(土)までに申し込み用紙に必要事項をご記入の上ご提出ください。
＊講習費用は7月１５日(木）にご登録の口座から引き落としとなります。
＊円滑で良質な授業を提供するため、お申し込み期間内でも科目・時間帯により
定員になり次第締め切りとさせていただく場合がございます。申込時期が遅れますと
スケジュール確定が遅れたり、ご希望にそえない場合もありますのでご了承ください。

＜個別指導コース紹介＞
【夏期受験生特訓講習】
対象：高校３年生・高卒生・中学３年生・小学６年生（中学受験生）
４０回コース

１：２指導の授業を１科目につき４０回行います。極端に不得意な科目を解消したい人、夏
休み中に大きく前進させたい科目がある人を対象にした特訓コースです。

２４回コース

１：２指導の授業を１科目につき２４回行います。主要科目の総復習、弱点を補強すること
を目的とした人におすすめのコースです。

１６回コース

１：２指導の授業を１科目につき１６回行います。平常授業と併せて現在順調に学習を進
めている人におすすめのコースです。

８回コース

１：２指導の授業を１科目につき８回行います。特定科目の特定分野､単元の理解を目的
とした人におすすめのコースです。

オリジナルコース

上記以外の授業回数を希望の生徒さんは目的や目標に応じて授業回数、指導形態をお
選びいただけます。

【夏期予習・復習特訓講習】
２４回コース

１：２指導の授業を１科目につき２４回行います。前学年・前学期までの復習を徹底的に行
いたい人、２学期の予習を完璧にしたい人にお勧めのコースです。

１２回コース

１：２指導の授業を１科目につき１２回行います。基礎、または２学期の予習を徹底したい
人におすすめのコースです。

８回コース

１：２指導の授業を１科目につき８回行います。１学期の復習、弱点補強または２学期の
予習を行いたい人におすすめのコースです。

オリジナルコース

上記以外の授業回数を希望の生徒さんは目的や目標に応じて授業回数、指導形態をお
選びいただけます。
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【個別指導受講モデルケースのご紹介】
モデルケースその１：高校３年生Aさんの場合

第一志望：明治大学（文系） 第二志望：駒澤大学（文系）
現時点の学力：偏差値５３程度 得意科目：英語 苦手科目：世界史
受験科目：英語、世界史A、国語
夏休みのテーマ：英語は平常授業で長文読解力の底上げ。講習で英文法の総仕上げ。
世界史は全体的に弱いが特に近代史に集中して取り組む。
国語は現代文読解の弱点補強、および９月からの過去問演習のための下準備。
夏期講習取得推奨コース：英語２４回コース、国語４０回コース、世界史４０回コース

モデルケースその２：高校１年生Bくんの場合

現時点の学力：学校でちょうど真ん中くらい 得意科目：英語 苦手科目：数学
部活動：サッカー部（練習で忙しい）
夏休みのテーマ：英語は平常授業で学校の教科書読解。講習授業で二学期の予習（関係副詞、過去
完了など）。
数学は一学期内容の弱点補強と、二学期内容の先取り（数学Ⅰ：二次関数と三角比、数学Ａ：整数・
場合の数）。
夏期講習取得推奨コース：英語１２回コース、数学２４回コース

モデルケースその３：中学受験Ｃさんの場合

現時点の学力：外部模試で偏差値５０ 得意科目：国語 苦手科目：算数の図形分野
夏休みのテーマ：理科、社会の完成および算数の苦手克服が課題。
算数、国語は通常授業と小学生コース講習で基本を確認。苦手分野の算数・図形は個別指導で集中
学習。理科、社会は夏の間で一通りの内容の確認、完成を狙う。
夏期講習取得推奨コース：理科４０回コース、 社会４０回コース、 算数２４回コース

【授業スケジュール決定までの流れ】
① ご希望の科目と受講の目的を当指導会担当者にご相談ください。
② 担当者からのご提案、及びお話し合いの内容を元に科目と受講回数を決定し申し込み用
紙に必要事項をご記入の上、指導会窓口にてお申し込みください。
③ お申し込み時に担当者と日程、時間等授業スケジュールについてご相談ください。
④ 科目と内容、目標、学習内容及び生徒さんのご都合を考慮し、講習授業スケジュールを作
成します。 ※スケジュールの決定は申込締切後、１週間から１０日以内に行います。
⑤ 講習期間中は講習授業スケジュールに沿って授業を行います。スケジュール表をご確認く
ださい。
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【講習費用一覧】
No.

学年

回数

受講費用

4 回
19,800 円
8 回
39,600 円
12 回
高校3年生
59,400 円
16 回
79,200 円
20 回
99,000 円
4 回
18,700 円
8 回
37,400 円
12 回
高校1・2年生
56,100 円
16 回
74,800 円
20 回
93,500 円
4 回
17,600 円
8 回
35,200 円
12 回
中学3年生
52,800 円
16 回
70,400 円
20 回
88,000 円
4 回
17,050 円
8 回
34,100 円
12 回
中学1・2年生
51,150 円
16 回
68,200 円
20 回
85,250 円
4 回
17,600 円
8 回
35,200 円
12 回
小学生（受験）
52,800 円
16 回
70,400 円
20 回
88,000 円
＊上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。
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※他に取得している授業やお子様のご予定、学習効果も踏まえて、５０分授業と８０分授業を組み
合わせて授業スケジュールを組む場合もあります。１コマの授業時間が変わっても、総時間数はお
申込みと変わることはありません。授業予定表をご確認いただきますようよろしくお願いいたしま
す。

【振替授業について】
・決定したスケジュールの変更を希望する場合は必ず前日までにご連絡ください。前日までの授
業キャンセルの振替授業には制限はありません。
・当日に授業をキャンセルした場合
講習取得回数によって振替回数が異なりますのでご注意ください。
総取得回数 ７回以下 ・・・・振替授業は行えません。
総取得回数 ８回以上 ・・・・１回の振替授業を行います。
総取得回数１６回以上 ・・・・２回の振替授業を行います。
総取得回数２４回以上 ・・・・３回の振替授業を行います。
＊当日キャンセルの振替授業は最大３回までとなります。
※授業開始時間までにご連絡のないキャンセルの場合、原則的に振替授業は行いません。
※天災、交通機関の事情、担当・生徒さんの事故等によるキャンセルの場合は
双方話し合いのうえ日時変更・振替授業を行います。
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お申込みと費用のご納入について
７月３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。

お申込み

費用のご納入

今年度より、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(木)にご指定の口座から引き落としとなります。
※７月３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。
７月１５日(木)にご指定の口座から引き落としとなりま
す。
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