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目標実現目標実現目標実現目標実現のためにのためにのためにのために、、、、夏夏夏夏をがんばろうをがんばろうをがんばろうをがんばろう！！！！！！！！    
 

 だらだらだらだらだらだらだらだら生活生活生活生活にならないようににならないようににならないようににならないように！！！！ 

 

 今年の夏期講習は日曜日に補習の時間を設けています。 

1講座ごとに確認テストを行い、基準点以下の場合は補習もしくは次の講座へいけ

ません。とくに英語数学は跳び箱と同じです。5段の跳び箱が飛べないのに7段や8

段が飛べるわけがありません。土台作りはぜひ中学2年の段階で終えておきたいも

のです。 

中学１、2年は英語数学の土台を作ることが必要です。忙しい？忙しいでしょう。

中学2年が実は一番、忙しいです。後輩からはつつかれ、先輩からは、やいやい言

われ、どうするの！という世界です。そんな中でみんな物事の優先順位や計画性を

学んでいきます。 

 

また受験生である中学3年は定員5名でのグループ授業を行います。講座にて確認テ

ストを行い、基準点以下は補習となります。部活はもう一線を退いているでしょう

か？部活も大事です。優先順位をよく考えてほしいと思います。 

 

 夏期講習の最大の狙いは 

 強強強強みとみとみとみと弱弱弱弱みをみをみをみを知知知知ることることることること！！！！！！！！ 

 

これに尽きます。 

得意科目、不得手科目、得意単元、不得手単元です。 

その為に何をするかと言うと、「まず演習中心の総復習」を行います。 

 

 小学生は算数を中心に学習していきます。算数をきちんと学んでいれば中学への

数学への移行がスムーズになり、むしろ数学のほうが簡単と感じるでしょう。 

 

中学受検の生徒さんは個別に提案させていただいています。 

面談をもうけますのでぜひご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 夏期講習申夏期講習申夏期講習申夏期講習申しししし込込込込みみみみ    締締締締めめめめ切切切切りりりり    7777月月月月５５５５日日日日（（（（金金金金））））    
    ①①①①～～～～④④④④のののの日程確認表日程確認表日程確認表日程確認表をををを提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。調整後最終日程調整後最終日程調整後最終日程調整後最終日程をおをおをおをお渡渡渡渡しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。    

    
なお、夏期講習不参加の場合は通常どおりの通塾時間帯でお願いします。内容は復

習となります。 
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 ①個別指導学院Hero’s岡山妹尾学校 中３夏期講習概要 
 

夏期講習の考え  夏を制するものは受験を制する！ 全25講座＋日曜補習 
受験対策として中学生3年生は原則、受講をお願いします。各グループ定員は5名で5教科を対応します。内容は1講座ごとに単元

解説のインプットとしての授業と結果をだすアウトプットであるテストを行います。基準点に満たない生徒さんは日曜補習となり

ます（補習分の授業料はいただきません。また学校行事などで日曜補習不参加の場合は個別に相談させていだだきます。） 

    

夏期講習夏期講習夏期講習夏期講習はははは7777月月月月22222222日日日日からからからから8888月月月月1111日日日日までまでまでまで5555週計算週計算週計算週計算ですですですです。。。。    
通常の月コマ数で3週分（7月１日から6日、8日から１３、16日（15日は休校）から20日）以降は講習スケジュールで 

通塾してください。7月ですと夏期講習授業料は３週消化分に1週分の夏期講習代が加算となります。 

夏にどれだけ効率よく学習するかで受験は大きく変わります。今回は集団授業のメリットと個別指導のメリットを融合しました。集団

指導でのよさである競争心促進、日曜補習を加えることによる個別指導のよさである理解度促進、また、高騰傾向にある受験生個別指

導料金をより集団授業なみ以下の料金に抑え、受講しやすい形としました。 

 

内容は全教科復習という形ですが、一部は社会の近世や数学の2次方程式など2学期履修単元も含んでおり予習として学習します。教材

は通常フォレスタと夏教材ドリル、高校入試過去問集を使用する予定です。各グループ5名定員です。別紙①にて（先着順）原則、各

教科の各週ごとに講座を選定してください。 

 

英語 月ｸﾞﾙｰﾌﾟ18時～19時55分（7月22･29･8月5･19･26）土ｸﾞﾙｰﾌﾟ18時～19時55分（7月27・8月3・10・24・31日） 

数学 水ｸﾞﾙｰﾌﾟ18時～19時55分（7月24･31･8月7･21･28）金ｸﾞﾙｰﾌﾟ20時～21時55分（7月26･8月2･9･23･30日）  

国語 火ｸﾞﾙｰﾌﾟ20時～21時55分（7月23･30･8月6･20･27）水ｸﾞﾙｰﾌﾟ20時～21時55分（7月24･31･8月6･21･28日） 

                 7月6日のみ第3講座は16時からと20時05分からとなります。  

社会 火ｸﾞﾙｰﾌﾟ18時～19時55分（7月23･30･8月6･20･27）木ｸﾞﾙｰﾌﾟ19時05分～20時55分（7月25･8月1･8･22･29日） 

理科 月ｸﾞﾙｰﾌﾟ20時～19時55分（7月22･29･8月5･19･26）土ｸﾞﾙｰﾌﾟ16時00分～17時55分（7月27･8月3･10･24･31日） 

 

例  通常週2日で4コマ（16コマ）の生徒さんの場合 

 8月月謝（7月27日振替） 7月1から20日分 3週分12コマ  18,900円（1,575円×12） 

              中３夏期講習5教科 7月22日から 1週分 1講座 2,100円×5教科 10,500円 

              カリキュラム作成費4,000円                 33,400円 

 9月月謝（8月27日振替） 1講座2,100円×5教科×4回  42,000円 

              8月模試3,100円、カリキュラム費4,000円   

                                            49,100円 

 

講座の授業の流れ  1講座100分（定員5名）を1コマ分とします。 確認テスト基準点以下は日曜補習。 

  
夏期講習 
・1講座あたり１００分授業。1教科５講座実施します。合計25講座を実施します。 

・内容としては、全教科１、２年の総復習となります。（※下記の単元表を参照） 

・１、２年の総復習内容は、夏期講習が最終となります。 

・各講座内で、確認テストを実施し、基準点に満たない場合はその週の日曜日補習となります。（17時から20時まで、成果ありと判

断した生徒さんから終了します）。 

1講座1科目100分 2,100円 

 
個別指導学院Hero’s 岡山妹尾校 

  国語 数学 英語 理科 社会 

第1講座 文法 式の計算・1次方程

式・連立方程式・因

数分解 

be動詞・一般動詞 身のまわりの物質／

化学変化と原子・分

子 

古代・中世（１） 

第2講座 説明的文章 1次関数 未来・助動詞 植物の生活と種類／

動物の生活と生物の

変遷 

古代・中世（２） 

第3講座 随筆文 平面図形・空間図形 命令文・疑問詞 大地の成り立ちと変

化／気象とその化学 
近世の日本 

第4講座 小説文 三角形と四角形 不定詞・動名詞 力と運動 日本の諸地域 

第５講座 古典 平方根・2次方程式 受動態・現在完了 水溶液とイオン 世界の諸地域 
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②個別指導学院Hero’s岡山妹尾校中2夏期講習概

要 
 

夏期講習の流れ  目標実現へ 夏に英数の土台を作る。全30講座＋日曜補習。 

中学生2年生は原則、英数セットとなります。1講座で100分。確認テスト不合格の場合は日曜

補習となります。（補習の参加ができない場合は次回講座繰り越し、もしくは課題となり予

定どおりに全講座終了できない場合もあります。その場合は8月31日以降も継続となる場合が

あり、個別に相談させてください。） 

通常の月コマ数で3週分（7月１日から6日、8日から１３、16日（15日は休校）から20日）以

降は講習スケジュールで 

通塾してください。なお夏期講習授業料は３週消化分に夏期講習代が加算となります。 

内容は全教科復習という形ですが、一部数学は一次関数などのように2学期に学習する単元も

含んでいます。教材は通常フォレスタと夏教材ドリルを使用します。 

 

夏期講習夏期講習夏期講習夏期講習はははは7777月月月月22222222日日日日からからからから8888月月月月31313131日日日日までまでまでまで5555週計算週計算週計算週計算ですですですです。。。。1111週週週週3333講座講座講座講座がががが目安目安目安目安ですですですです。。。。    
15講座ですので単純計算で週3日の通塾となります。下記単元表のとおり1講座でインプット学

習、次の講座でアウトプットを行い、テストにて基準点に満たない場合は日曜補習もしくは課題

提出となります。補習は無料でさせいていだたきます。 

 

単純に15講座（1講座2コマ）を５週（7月週7月21日から27日、8月週7月28日から8月31日）で割

ると週3日の通塾計算となります。別紙②夏期講習日程表にてスケジュールの提出をお願いしま

す。 

 

例  通常週2日で4コマ（16コマ）の生徒さん   （速脳速読を除く） 

 8月月謝（7月27日振替） 7月1から20日分 3週分12コマ  15,120円（1,260円×12） 

              中２夏期講習 7月22日から 1週分で３講座 7,560円円 

              カ リ キ ュ ラ ム 作 成 費 3000 円               

25,680円         

 9月謝（8月7振替）   1講座2,520円×12回30.240円 

              カリキュラム作成費3000円、岡山県模試3,100円     36,340

  数学 英語 

第1講座  式の計算（１） 一般動詞の過去形（１） 

第2講座 確認テスト 確認テスト 

第3講座 式の計算（２） 一般動詞の過去形（２） 

第4講座 確認テスト 確認テスト 

第５講座 式の計算（３） be動詞の過去形・過去進行形 

第６講座 確認テスト 確認テスト 

第７講座 連立方程式（１） 助動詞・未来 

第８講座 確認テスト 確認テスト 

第９講座 連立方程式（２） 名詞・冠詞・代名詞 

第10講座 確認テスト 確認テスト 

第11講座 1次関数（１） 疑問詞を使った文 

第12講座 確認テスト 確認テスト 

第13講座 1次関数（２） 長文読解 

第14講座 確認テスト 確認テスト 

第15講座 総合テスト 
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③個別指導学院Hero’s岡山妹尾校 中１夏期講習概要 
 

夏期講習の流れ 夏に差をつける、うめる？受験勉強はすでに始まっている。全10講座＋日曜補習 

高校受験で一番大切な科目は英数です。よって中学生は英数セットとなります。1講座で100分。インプットではなく、アウトプット

中心の演習型の内容です。確認テスト不合格の場合は日曜補習となりますので了解ください。（補習の参加ができない場合は次回講

座繰り越し、もしくは課題となり予定どおりに全講座終了できない場合もあります。その場合は8月31日以降も継続するなど個別に

相談させてください。） 

通常の月コマ数で3週分（7月１日から6日、8日から１３、16日（15日は休校）から20日）以降は講習スケジュールで 

通塾してください。なお夏期講習授業料は３週消化分に夏期講習代が加算となります。 

 

内容は数英語ともに全教科復習ですが、進度の早い生徒さんは予習先取りですすんできます。 

 

 夏期講習夏期講習夏期講習夏期講習はははは7777月月月月22222222日日日日からからからから8888月月月月31313131日日日日までまでまでまで5555週計算週計算週計算週計算でででですすすす。。。。    
1０講座ですので単純計算で週２日の通塾となります。（1日1日講座）下記単元表のとおり1講座でアウトプット中心の単元の基礎学習、

次の講座では応用も含めたアウトプットとしての確認テストを行い、基準点に満たない場合は日曜補習もしくは課題提出となります。補

習は無料でさせいていだたきます。 

 

単純に1０講座（1講座2コマ）を５週（7月週7月21日から27日、8月週7月28日から8月31日）で割ると週2日の通塾計算となります。別

紙③にてスケジュールの提出をお願いします。 

 

例  通常週2日で4コマ（16コマ）の生徒さん（速読速脳を除く） 

 

 8月月謝（7月27日振替） 7月1から20日分 3週分12コマ  12,600円（1,050円×12） 

              中１夏期講習 7月22日から 1週分で２講座 4,200円 

              カリキュラム作成費2000円           18,800円         

 9月月謝（8月27日振替）   1講座2,100円×8回 16,800円 

              カリキュラム作成費2000円、岡山県模試3,100円    21,900円 

 

講座の流れ（1講座目は講座➡2講座目は確認テスト） 

・1講座あたり100分授業。インプットアウトプットを短期間で繰り返します。 

・内容としては、英語。数学の１、２年1学期の重要単元の総復習となります。（※下記の単元表を参照） 

・各教科第１５講座目は、英語・数学ともに総確認テストを実施します。 

 

◆夏期講習単元 1講座2コマで100分 2,100円 

 
個別指導学院Hero’s 岡山妹尾校 

 

 

  数学 英語 

第1講座   正負の数（１） am～. You are～This[That] is～.Is this[that]～. 

第2講座 確認テスト 確認テスト 

第3講座 正負の数（２） What is～?～or . He[She] is～.Who is～?.. 

第4講座 確認テスト 確認テスト 

第５講座   文字と式（１） I play～.Do you play～? I don't～.What do you～? 

第６講座 確認テスト 確認テスト 

第７講座  文字と式（２） I have two books .someとany 

第８講座 確認テスト 確認テスト 

第９講座 一次方程式 長文読解 

第10講座 確認テスト 確認テスト 
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④個別指導学院Hero’s岡山妹尾校 小学生夏期講習概要 
 

夏期講習の流れ  夏に学習習慣をつける！決めたことをやりきる。全12講座＋日曜補習 

小学生のうち（中学受検は除く）国語と算数をきちんとやることです。思いっきり遊ぶときは遊ぶ、勉強すると

きは勉強する、メリハリをつけて結果よりも習慣をつけていくことに力をいれています。 

 

学力の差がでる、と一般的に言われてる小学5年生。個人差はありますが、4，5，6はひとつの学年と考えてもい

いでしょう。 

のびる時期、停滞する時期は生徒さんにより違います。それはまわりと比べる友達などの環境が大きいです。こ

の時期はできる、できないをどうしてもまわりと比べてしまう傾向が生徒さん自身にもあります。いわゆる点数

のみや○の数で比べるのを判断してしまいます。我々でもそうなんですから生徒さん自身だとなおさらだと思い

ます。実は○の数や点数ではありません。問題の内容がとても大切です。どの単元正答率が低いか？です。 

 

まとまった休みの時期に単元ごとに学習を行い、通常は1講座で問題解説（主に復習です、ここで基準点に達して

いる場合は次の講座へすすめていきます。偶数講座では前回の内容のテストを行います。基準点に満たない場合

は日曜補習となります（参加が無理な場合は課題となります。補習は無料です） 

なお補習は時間14時からとなります、最大17時まで、成果ありと判断した生徒さんから終了ですが、自習として

17時まで学校の宿題をしたりしていただいてもかまいません。） 

 

夏期講習夏期講習夏期講習夏期講習はははは7777月月月月22222222日日日日からからからから8888月月月月31313131日日日日までのまでのまでのまでの5555週計算週計算週計算週計算ですですですです。。。。    
通常の月コマ数で3週分（7月１日から6日、8日から１３、16日（15日は休校）から20日）以降は講習スケジュールで 

通塾してください。７月ですと夏期講習授業料は３週消化分に夏期講習代１週分が加算となります。 

12講座なので単純計算で（7月22日から9月1日まで5週計算）12コマとなります。別紙③に該当コマ数に○をつけてく

ださい。原則夏期講習は13時から（土曜のみ14時から）19時までの間となります。 

  小学生４年生 小学5年生 小学6年生 

第1講座 大きい数 4年の復習 5年の復習 

第2講座 確認テスト 確認テスト 確認テスト 

第3講座 三角形と角 
   

小数のかけ算を割り算 分数の掛け算と割り算.. 

第4講座 確認テスト 確認テスト 確認テスト 

第５講座  1ケタでわる割り算 直方体や立方体の体積 対称な図形 

第６講座 確認テスト 確認テスト 確認テスト 

第７講座 垂直・平行と図形 図形の角と合同 文字と式 

第8講座 確認テスト 
  

確認テスト 確認テスト 

第９講座 小数の足し算；引き算 平均・単位量あたりの大きさ 円の面積・比 

第10講座 確認テスト 確認テスト      確認テスト 

第11座 整数の割り算 整数の性質・約分・通分 図形の拡大と縮小 

第12講座 確認テスト 確認テスト 確認テスト 


