
 

 

●通常授業を朝に移動 OK! 
生活習慣を守るため、学習習慣をつけるた

め、通常授業の朝移動を可能にしました。 
 
●フリーパス or日数追加 
たくさん来られるならフリーパスが最適。 

通塾日を絞る日数追加も OK。 

 

 

●朝は演習にて復習中心＆夕～は通常授業で予習中心 本気の夏！ 
部活引退後、そして来る受験に向かって学習習慣をつける＆鍛えるのはいつの時代も『受験生の

夏』。来塾自由のフリーパスを受講するのが個別指導における特別講習の一般的形態ですが、 

より受験を見据え内容を厳選した個別演習型の指導形態で行います。 

夕・夜は通常授業をお受けいただき、朝は一斉参加の演習(内容指定)とします。 

原則夏期講習を受講してください。昼＋通常授業日外の夕・夜はフリーパスとします。 

 

 

●昼は部活＋週３日塾 
部活は朝から夕方まで。１日ある方が珍し

い？ 部活のない朝、または時間に余裕が

ある夜を固定の学習時間にしましょう。 

予習中心に復習を加えていきます。 

高校受験はすでに始まっているぞ。 

 

 

●高校生は自習来塾 OK!! 
高校生の増加に伴い、特別講習中の自習

を高校生のみ開放します。これは自分の学

習を把握しているゆえ。学校の夏休み課題

の解消やその他自習にて活用してください。

学習習慣を取り戻しませんか？ 
 
●賞味期限の長い学習を 
定期テストのみくぐり抜ける取り組みをしてい

ませんか。復習機会の乏しさはもしかすると

中学以上かもしれません。数英を中心に日

数追加など、ぜひご検討ください。 
 
●英語復活工場へようこそ！ 
テスト前の暗記だけでは大学受験 

に対応できません。英語の骨組みを 

この機会に学ぼう。まだ立て直せるぞ！ 

小学生の 夏 のご提案 中学生の 夏 のご提案 高校生の 夏 のご提案 

中 3小 6受験生の のご提案＆カリキュラム 夏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申込用紙は 7 月請求時に同封します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q：夏期講習は何をとれば

いいですか？ 

A：通常授業をベースに、さ

らに何が必要か、何を付け

足すかをご相談ください。受

講は必修 (強制 )ではありま

せん。しかし、変わることので

きるキッカケをご提供します！

ただし、中３受験生は原則

受講とします。 

 

Q：夏休みの間だけいつもの

通常授業の時間変更がで

きますか？ 

A：指導形態の性質上、

原則不可です。ただし、ご都

合等も理解できますので可

能な範囲で相談にのります。

お問合せください。また、今

夏も小学生のみ変更可能と

しました。ご利用ください。 

 

Q：夏期講習中もいつもの

自習は行けますか？ 

A：申し訳ありません。特別

講習中のみ自習来塾をお

受けしていません。長時間  

の学習が必要な方こそ、フリ

ーパス(自立型演習)を受講

してください。ただし、高校生

のみ上記の限りではありませ

ん。自習を受け付けます。 

1 2 
3 4 

中 3小 6受験生 
カリキュラム 

通常授業 
＋各種フリーパス 

通常授業 
＋週 1 コマ増 

通常授業 
＋朝の授業 

●復習の朝＋予習の夜。●中途半端な夏はも

うやめよう。やるからには『本気』だ！受けて立つ！ 

●部活動や習い事ときちんと両立したい方はこの

受講形態をぜひ。●いつもの時間にもうひとコマ！ 

●生活習慣を守る。涼しい朝を使って効果的

に！●タイミングが合えば個人対応しています！ 

●フリーパスの種類も拡充！●全日程フリーパス、8 月フリー

パス、10 日間フリーパス、5 日間フリーパスで対応します。 



伏見ゼミナール『2019夏期講習』  ～負けない『あなた』を応援する特別講座～ walk, don’t run 

 

講座名 対象 実施時間 受講料（税抜き） おすすめポイント 

午前中の 1：1 個人指導 小 1～高 3 10：00～12：30 2,950円 ／1 時間 生徒、講師がもっとも落ち着く時間。穴場です w。 

受験生 1：1 個人指導 中高 3・小 6 16：00～22：00 3,450円 ／1 時間 1：1 は学習指導の神髄。目からウロコの時間。 

通常授業日数追加(1：2) 中 3～高 3 16：00～22：00 3,150円 ／1 コマ 90 分 通常授業と組み合わせることで効果が出ます。 

通常授業日数追加(1：2) 小 1～中 2 10：00～22：00 2,850円 ／1 コマ 90 分 時間帯やタイミングによっては 1：1 になります w。 

受験生夏期講習 中 3・小 6 10：00～22：00 39,750 円 ／全日程 10 時～13 時入試演習＋フリーパス。本気の夏。 

フリーパス(8 月のみ) 中 3 10：00～22：00 32,750 円 ／8 月全日程 吹奏楽部・習い事がある生徒のみ原則利用可。 

フリーパス(10 日間) 中 3 10：00～22：00 16,750 円 ／10 日間 特別な事情がある生徒のみ利用可とします。 

フリーパス(講習期間中) 小 1～中 2 10：00～22：00 24,500 円 ／全日程 受験生予備軍にこそ塾っ子になってほしい。 

フリーパス(8 月のみ) 小 1～中 2 10：00～22：00 18,500 円 ／8 月全日程 フリーパスを効果的に利用してほしい想いから。 

フリーパス(10 日間) 小 1～中 2 10：00～22：00 11,500 円 ／10 日間 10 日間、ちょっと頑張ってみませんか。 

フリーパス(5 日間) 小 1～中 2 10：00～22：00 6,500円 ／5 日間 まずはお試しコースから。宿題を終わらせましょう。 

※次回７月の請求に改めてのご案内と申込用紙を同封します。 
 

伏見ゼミナール『2019夏期講習』  ～講習に向けた面談のご案内～    I love the way I do 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の通り、個人面談を申し込みます。 

 

生徒氏名   保護者確認   

    ※ご捺印、ご署名いずれかを頂戴できれば幸いです。 

電話番号   メールアドレス  ＠ 

 ※ご連絡のつく番号をご記入ください。  ※池田からメールを受け取っておられる方はご記入不要です。 

      

実施希望日時 ①       月 日 時頃 池田の授業および教室管理の関係により対応に制限があります。 

可能な範囲で複数日ご検討いただければ幸いです。 

追ってご相談差し上げます。 

なお、16 時～22時は恐れ入りますが指導中により対応不可です。 

実施可能時間は平日 10 時～16 時、22 時～23 時となります。 

 ②       月 日 時頃 

 ③       月 日 時頃 
 
 
 

◎当プリントについて何かご不明な点があれば池田(ikeda@ikuseisha.co.jp)までお申し付けください。☎075-621-4466 

夏休みまでの反省とこれからの展望 

●5 月および 6～7 月のテスト結果をも

とに、今後 1 年間の学習内容と目標設

定を話し合いましょう。 

●その中で夏休み明けの短期目標を設

定し、この夏に出来ること／しなければ

ならないことを確認していきます。 

●小学生は学習目的の確認をし、中

高生は次回の定期テストに向けて動き

出します。年間カリキュラムや学習動

向、通塾やテスト前自習、特別講習、

受験対策についてご案内ご相談します。 

お家ではどんなお子さんですか? 

●面談はお子さんのいまの姿を双方で確認する貴重な場です。授業回数増加

を勧める営業の機会ではありません。お子さんの適性や可能性、想いや課題を

見つめ、そして私からもご提案差し上げたく考えています。 

●お家の中で見せる姿と、その外で見せる姿は違って当然です。お子さんが塾で

見せる眼差しをご紹介します。また、お悩みもお聞かせください。塾での姿から解

決を模索していきましょう。面談は、『持って帰る』ではなく『置いて帰る』場です。 

 

cut! 

mailto:ikeda@ikuseisha.co.jp

