
お申し込み
方法

冬期講習の
ご案内 個別指導中学3年生

各種コースのご案内

 

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！

小学生 中学1・2年生

2022年度

フラップ指導会 冬期講習



角度と面積を、習熟度に合わせて学習しま
す。無理のない形で発展問題への移行を図り
ます。また、中学生で苦手の多い、コンパスを
使った作図も練習します。

英語６回、算数６回の全１２回です。算数は中
学で１学期に必要となる内容、英語は１から学
習します。中学生活は、スタートダッシュがカ
ギになります。

講座費用：17,050円

１２コマ

各種コースのご案内

単位量あたり・速さ・割合など、苦手な生徒さ
んの多い単元の学習をします。どちらがわる
数で・・？とか、道のり÷だっけ、×だっけ？な
どの悩みを解消します。

小４～小５ はじめての英語
パック（全４回）

　個々のテーマを決め、自分だけのオリジナルカリキュ
ラムを作成することが出来ます。
　ご相談のうえ、苦手単元に集中したカリキュラムや、今
後習う内容の先取りに特化したカリキュラムも作成可能
です。教室責任者にご相談ください。

小４～６　計算特訓
　　　　　　パック（全４回）

小６　中学進学準備
　　　　パック（全１２回）

作文は何を書いたらいいのか分からない・・と
お困りの皆さん、作文にはコツがあります。こ
の講座で、正しい作文の書き方を学び、悩み
を解消しましょう。

初めて英語を本格的に始めたい人が対象で
す。読む・聞く・話す・書くをバランスよく学習し
ます。読めるけど書けない等がないように、今
から学習を始めましょう。

講座費用：8,250円

講座費用

+４,４００円

２１,４５０円

一人ひとりがテーマを持って学習！！

　苦手内容は１人ひとり違います。フラップ指導会の冬
期講習は、ただ単に『算数』『国語』を勉強するという意
識ではなく、『文章題に強くなる』『作文に強くなる』など、
個々のテーマを持って学習します。
　今後重要になってくるものをまとめたパックもありま
す。お気軽にご相談ください。

小学生
冬期講習の

ご案内

　苦手内容は冬休みのうちに！！小学生の皆さんへ

小学生の学習は、国語も算数も（英語も）積み重ねの勉強です。前のことが分からなければ、新学年で習う新しいことも分
からなくなってしまいます。苦手内容は、冬休みのうちに克服してしまいましょう！

＊基礎力養成クラスは8名定員の為、他のパック講習と費用が異なります。

　総合パックは、例年苦手になりやすいものや、先取りし
ておきたいものを集めた内容です。
　このままの内容でも十分効果的に作られていますが、
オーダーメイドと組み合わせて、パックを自分にあったも
のに組みかえるとより効果が高くなります。

総合パックで基礎力アップ！！相談して作る！オーダーメイドカリキュラム！

１７,０５０円
１２,６５０円
1８,２５０円

＊以後４回あたり

講座費用：8,250円 講座費用：2,200円 講座費用：8,250円

４コマ

『わり算のひっ算』『分数のかけ算』など単元ご
とに細かく区切り、苦手な内容を徹底的に演
習します。計算力アップは、算数の成績アップ
に確実につながります。

ベースとなる基礎的な内容を強化するコース
です。計算特訓コース、漢字・語句コース、思
考力養成コースの3コースいずれかの受講が
できます。この機会にぜひお試しください。

取得コマ

８コマ

１６コマ

小１～６基礎力養成クラス
体験パック（全４回）

小４～６作文パック（全４回）

色々な図形の面積と体積を、習熟度に合わせ
て学習します。いずれも小6、中学でも必要と
なる知識です。今の時期にしっかりと固めてし
まいましょう。

小６　文章題パック（全４回）

○さらに　フォローアップでしっかり定着！！
フラップ指導会では、講習最終日にフォローアップを行います。このフォローアップでは、欠席時の補習、理解が浅い箇所の定着な
ど一人ひとりがテーマを持って学習します。

総合パック講習（4名定員クラス）

小４　図形パック（全４回） 小５　図形パック（全４回）

　　　時間・日程・回数が選択できる！！

　小学生にとって、冬休みにご家族の方と旅行に行った
り、友人と遊んだりして思い出を作るのも大切なことで
す。そのため、フラップ指導会では、時間・日程・回数が
選択できるフリーチョイス講習を行っています。ご都合に
合わせて日程や時間を選択し、長期休みをうまく活用し
成績伸長を図りましょう。

講座費用：8,250円 講座費用：8,250円 講座費用：8,250円
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105,600円
152,800円１２回

冬期講習の
ご案内

回数

　～４級～
中学２年生で学習する内容を含む文法事項を、パターン化して指導します。また、それと同時に合
格の鍵となる語彙力の強化も図っていきます。長文読解や、会話文を解く際のコツも授業に組み
込み対策を行っていきます。
　～５級～
まず基礎文法から始め、会話表現や整序問題など、実際の出題形式と同じ問題を演習していきま
す。もちろん、正解に結びつけるためのコツやテクニック、リスニングでのポイントも指導します。合
格のために必要な回数もご相談ください。

６回

２４回

８回

「自分だけのオーダーメイドの内容で講習を受講したい！」そんな生徒さんに最適のコースです。
個々の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。「あなただけのカリ
キュラム」を作成いたします。
※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。
お気軽にご相談ください。

英検対策講座　個別指導形式
【２級～５級合格対策】

各種コースのご案内

小学生

個別指導コース

＊お子様の苦手分野やテーマに合わせてコース、内容を選択できます。
＊ご希望に応じて回数の設定が可能です。
＊日時の選択ができます。複数日程の中からご都合に合わせて取得分の回数を選択してください。

フリーチョイス講習

英検対策講座

　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ますので、
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、まず、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。ま
た、実施日時もご相談可能です。

選択科目　国語・算数・英語 ８,２５０円～（テキスト費用込）　　講習費用　：

個別指導 受講費用

４回

◎私立中学を受験したい
◎中学の内容を先取りで学習をしたい
◎極端な不得意科目がある　　　　　など

1コマ80分
（中学受験

生）

117,600円

135,200円
126,400円

※日程・時間
　別紙スケジュール表に時間割の記載がございます。ご都合に合わせてお選びください。

授業日程、時間について
英検受験日前日までに授業を行います。この講座は個別形式で実施いたしますので、日程・時間はご
相談の上、決定いたします。
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回数・費用は１３ページの「英検対策講座」
をご参照ください。



 

上記はあくまで一例です。パックの中でも現在の状況に合わせて内容を追加・変更することが出来ます。
詳しくは在籍の教室長までお問い合わせください。

パック費用： ５６,６５０円 パック費用： ９１,８５０円

１科目 ８回

パック費用： ６５,４５０円

個別授業（８０分　最大２名）

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・理科・社会 各４回 計１６回 算数・国語・理科・社会 各４回

‐ ‐

各種コースのご案内

小学生
中学受験コース

計８回 ２科目 各８回 計１６回

算数・国語・理科・社会

中学受験コース　パック講習

現在週１、２回の授業を行う生徒さんで、この冬から受験
勉強を本格的に開始したい方のためのパックです。
まずはクラス授業をメインに、冬期講習期間中は毎日通塾
し、１日２、３コマを受講してもらいます。この冬で受験勉強
に必要なレベルの学習習慣を身に付けていきましょう。

現在週１、２回の授業を行う生徒さんで、この冬から受験
勉強を本格的に開始したい方のためのパックです。
受験勉強としては遅めのスタートになりますので、一気に
学習量を増やしていく必要があります。通常のクラス授業
に加え、個別授業で受験に必要なレベルの演習までを
行っていきましょう。

小学４年生、５年生対象パック

個別授業（８０分　最大２名）

計１６回

既に中学受験コースで授業を行っていて、特に大きな苦手
科目・単元がある生徒さんのためのパックです。
クラス授業での先取り学習と並行して、前学年内容の復習
や苦手科目・単元の徹底反復演習を個別授業で行ってい
きます。

既に中学受験コースで授業を行っていて、苦手科目が２科
目ある生徒さんのためのパックです。
特に小学５年生の場合、このまま複数科目の苦手を６年生
に引き継いでしまうと、取り戻すことが非常に難しくなってき
てしまいます。５年生までの苦手は５年生の内に克服しま
しょう！

「苦手科目克服」１科目 パック 「苦手科目克服」２科目 パック

算数・国語・理科・社会

パック費用： ３０,２５０円

算数・国語

クラス授業（５０分　最大４名） クラス授業（５０分　最大４名）

各６回 計２４回

個別授業（５０分　最大４名）

なし

各６回 計２４回

個別授業（５０分　最大４名）

各４回 計８回

冬期講習の
ご案内

小４　「この冬から受験勉強始めます」 パック 小５　「この冬から受験勉強始めます」 パック
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‐

個別授業（８０分　最大２名） 個別授業（８０分　最大２名）

パック費用： １０９,４５０円 パック費用： １５８,４００円

上記はあくまで一例です。パックの中でも現在の状況に合わせて内容を追加・変更することが出来ます。
詳しくは在籍の教室長までお問い合わせください。

東葛中：文系、理系、面接
私立・国立中　４教科

‐ 計２０回 ４教科 ‐ 計３６回

算数・国語・理科・社会 各４回

パック費用： ９１,８５０円 パック費用： ８３,０５０円

中学受験コース　パック講習 小学５年生、６年生対象パック

小５　「苦手科目克服」２科目 パック 小６　「基礎演習徹底」　パック

既に中学受験コースで授業を行っていて、苦手科目が２科
目ある生徒さんのためのパックです。
特に小学５年生の場合、このまま複数科目の苦手を６年生
に引き継いでしまうと、取り戻すことが非常に難しくなってき
てしまいます。５年生までの苦手は５年生の内に克服しま
しょう！

志望校が偏差値５０程までの６年生にお勧めのパックで
す。そのあたりの偏差値の学校は入試といえども基本レベ
ルの問題が多くを占めています。そのため、直前だからと
焦って発展・応用問題に時間を割くのではなく、基本レベル
の正答率を上げていくことに注力します。中でも算数は計
算のコツや途中式の書き方など、基礎を再度徹底的に
行っていきます。

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・理科・社会 各４回 計１６回 算数・国語・理科・社会 各６回 計２４回

個別授業（８０分　最大２名） 個別授業（８０分　最大２名）

２科目 各８回 計１６回 算数 １２回 計１２回

東葛中の２次試験の対策と私立・国立対策を並行して行っ
ていきたい生徒さんのためのパックです。
東葛中の２次は１次よりも問題文の量が増え、難易度が上
がるだけでなく、聞き取りと面接の対策が必要になります。
当然、私立・国立の過去問対策も外すことは出来ません。
これらは各学校毎の専門的な対策を、個別指導で実施し
ます。

千葉県内の市川・東邦大東邦・渋谷幕張等はもちろん、東
京都・埼玉県等も含めた難関校を第一志望としている方の
ためのパックです。
全ての受験校の過去問を解き、合格点に達するために何
が必要であったかの振り返りと解き直しを数多く行っていき
ます。授業は、受験スケジュールをもとに日程を組んで実
施していきます。

小６　「難関校対策」パック小６　「東葛中２次＋私立・国立対策」パック

クラス授業（５０分　最大４名） クラス授業（５０分　最大４名）

計１６回 なし ‐

冬期講習の
ご案内

各種コースのご案内

小学生
中学受験コース
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各種コースのご案内
お申し込み

方法

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

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。
１２月１５日(木)にご指定の口座から引き落としとなります。

※１２月５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。

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。
１２月１５日(木)にご指定の口座から引き落としとなります。

冬期講習の
ご案内

冬期講習のお申込と費用のご納入について

お申込み
１２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。

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

℡　04-7170-2001

℡　047-309-7220

≪フラップネットワーク≫

○まばし教室 松戸市西馬橋蔵元町47　第2コーポオンダ1Ｆ

○南流山教室

○南柏教室 柏市南柏1-6-12　穂高第20ブラザーズ1Ｆ

流山市南流山1-1-12　千修ビル201 ℡　04-7136-1221

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




