
 
 

７／１８からアツいアツい夏期講習会がスタートします！ 

この夏も昨年よりさらにさらに熱のこもった授業をビシバシ展開し、徹底的に鍛え上げます！ 

この講習会では、たくさんの汗と涙を流してもらい、終わったあとには「充実感、達成感」を感じていただくメニューを用意して

おります！どうぞ昇英塾の「アツい」夏期講習会にご期待下さい！ 

 

メニュー１ 

 

 

 

小３～中３対象：7／１９～２１実施！ 
このテストから夏期講習会がスター

トします。 

小３～中３を対象に行うこのテスト

は、現在の力を確認し、苦手分野を

見つけて７／２２の模試フォローアッ

プで完全克服してもらいます。 

また中学生はこのテストの結果で夏期セミナーのクラスわ

けを行います。 

 

メニュー２ 

模試フォローアップ 
中１～中３対象：7／２２実施！ 

中１～３を対象に第３回統一OPEN模
試のフォローアップ講座を実施しま
す。 
やらせっぱなしにはせず、テストでわ
からなかったところをしっかり確認して
夏期セミナーに備えさせます！ 

 

＜科 目＞ 英語・数学（詳細は校舎までお尋ねください。） 

 

メニュー３ 

漢字統一テスト 
小学生対象：7／2２実施！ 
夏期セミナーが始まるまでにしっかりと漢字分野をマスター

してもらうことを目的として、新学年になってからの新しく習

った漢字の読み書きがきちんとできているかどうかのテスト

です。 

 

＜時 間＞ ７/２２（金） １７：００～１７：３０ 

◎達成度チェックシートをつけてご返却いたします。 

【子どもたちの感想より】 
ちゃんと書けるかすごく不安だったのでたくさん勉強

して受けました。 

結果は A 判定だったので嬉しかったです。（小５O．Y

くん） 

 

 

メニュー４ 

算数習得テスト 
小学生対象：7／2２実施！ 
夏期セミナーが始まるまでにしっかりと算数分野をマスター

してもらうことを目的として、新学年になってからの算数の

項目がきちんとできているかどうかのチェックテストです。 

 

＜時 間＞ ７/２２（金） １７：３５～１８：１０ 

◎達成度チェックシートをつけてご返却いたします。 

 

メニュー５ 

  
 
小学生対象：7／2３実施！ 

この講座で学校の宿題でわから

ないところや、その他問題の質問

をしっかりと解決して、７月中に宿

題を終わらせ、「夏期セミナー」に

挑んでいただきます。 

＜時 間＞ ７/２３（土）１３：００～１６：００ 

＜持ち物＞ 学校の宿題、宿題以外で質問したい問題 

【子どもたちの感想より】 
夏休みの宿題が７月中に終われたのはよかった！ 

わからないところも先生にたくさん教えてもらった

ので、よくわかったしすごくはかどった。(小４Y．Y

さん) 

 

 

 



メニュー６ 

 

 

 
中３対象：7／2５～28 実施！ 
いよいよ受験モードに突入する中３を対象に１・２年の学習

内容を総点検する｢入試基礎力マスターゼミ｣。 

この講座を通して、受験生としての自覚を持たせ、志望校

合格という目標に向けてがんばっていただきます。 

【子どもたちの感想より】 
今までこれだけ長い時間を勉強したことがなかったの

でとても大変だった。 

けどそのおかげで今まで出来ていなかった基礎のとこ

ろがしっかりと理解できたのは大きかった。（中３S．Y

さん） 
 

メニュー７ 

プレサマーゼミ 
中１・中２対象：7／2５～28 実施！ 
中１・２年生には、｢プレサマーゼミ｣で、社会・理科・国語を

完全マスターしてもらいます。 

英語・数学ばかりではなく、５科目バランスよく学習していた

だくことが狙いです。 

この講座を通して、全学年、１学期までの重要ポイントをお

さえ、夏期セミナーで行なわれる選択科目と併用すればさ

らにパワーアップ間違いなし！ 

【子どもたちの感想より】 
理科は苦手だったけど、電流の法則や抵抗の求め方など

がわかってすごくよかった。 

身についた感じがとてもあった。（中２Y．T くん） 

 

メニュー８ 

 

 

 

小学生対象：7／24～8／6 実施！ 
小学生を対象に、２週間の読書

週間を設け、この期間に集中し

て読書に取り組んでもらいます。

「読書の習慣」をつけることを目

的に、毎日少しずつでも読書をし

てもらえるように頑張ってもらい

ます。 

【保護者の感想より】 
最近、本読みといえば漫画が中心だったのですが、この

読書マラソンのおかげで「本を読む楽しさ」をわかって

くれるいい機会になりました。 

読書マラソン期間が終わっても自分から読む習慣がつ

いてくれたのは嬉しいですね。（小３K．T くん保護者） 

 

 

 

メニュー９ 
 

 
 

小１～中３対象：7／30～スタート！ 

《Step プラス・Step Jr.コース：小１～小５》 

今回から参加する生徒には級

判定テストを行い、それぞれに

あった級から進めていきます。 

ひとつの項目を完全に理解す

るまで進級できません。 

とにかくしっかりと固めながらじ

っくりと確実に力をつけさせます。 

目標は算数、国語ともに２階級の進級！自信を持って新学

期のスタートが切れるようがんばってもらいます。 

【保護者の感想より】 
この夏からお世話になりましたが、算数がかなり苦手だ

ったのが、自分から家でもすすんでやるくらい好きにな

ったようです。 

勉強そのものに対しても大きく意識が変わってくれた

ので、行かせてよかったです。 

有意義な夏休みでした。（小４K．S くん保護者） 

 

クラス 学年 科目 時間数 受講費用 

全 16 日間クラス 
(算国各 8 日間) 

1・2 年 
算・国 24 時間 

20,000 円 

3～5 年 22,000 円 

全 12 日間クラス 
(算国各 6 日間) 

1・2 年 
算・国 18 時間 

17,000 円 

3～5 年 19,000 円 

全 8 日間クラス 
(算国各 4 日間) 

1・2 年 
算・国 12 時間 

13,000 円 

3～5 年 15,000 円 

全 4 日間クラス 
(算国各 2 日間) 

1・2 年 
算・国 6 時間 

8,000 円 

3～5 年 10,000 円 

《エースコース：小６》 

一学期内容のチェックを行い、

併せて新学期内容を行います。 

毎回の授業内容をしっかり理解

しているかを確認するテストを

行い、理解不十分な場合は居

残り・次回の授業に早出で完全

にマスターさせます。 

目標は既習範囲と新学期内容の完全制覇。 

余裕を持って２学期を迎えていただくよう指導します。 

学年 科目 時間数 

6 年 算・国 
27 時間 

（C プランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用 

A プラン 
7/30～8/11 
(復習中心) 

B プラン 
8/20～8/27 
(予習中心) 

C プラン 
7/30～8/11 
8/20～8/27 

14,000 円 14,000 円 26,000 円 



《セレクションコース：中１～中３》 

一学期内容のチェックと、新

学期内容を行います。 

中１～中３ともに二学期の

中間テスト内容まで進みま

す。 

小学生同様、毎回の授業内

容をしっかり理解しているか

を確認するテストを行い、理解不十分な場合は居残り・次

回の授業に早出で完全にマスターさせます。 

英語は講習恒例の「単語サバテス」で語彙力をアップさせ

ます。もちろん１つ間違えるごとに３０回単語直し！ 

数学についても恒例のサバテスを敢行！ 

正確に解ける力とスピードを確実に身につけさせます。 

【子どもたちの感想より】 
今まで意味や使い方などがわからなかった単語や英文

をくわしくおしえてもらったおかげで今では普通にわ

かるようになりました。 

数学では今まで一番苦手にしていた文や解き方や分か

らない所が解るようになり、質問したところも詳しく

教えてくれたのでだいぶ解るようになりました。（中１

I．R さん） 

 

夏期講習だけしか受けていない私は最初ついていける

か不安だったけど、説明がわかりやすくてついていけ

たので良かったです。 

この短い間で復習や予習ができて充実していたと思い

ました。（中２N．A さん） 

 

数学も英語も苦手だけど夏期講習にきて完璧ではない

けどわからなかった事がわかるようになりました。 

数学はいつも学校のテストが点数良くなかったのがこ

こでテストをして上がったし、英語も前よりはわかる

ようになって良かったです。 

初めての夏期講習だったけど行ってよかったと思いま

す。（中３Y．A さん） 

 

１年からの復習ができました。 

色々覚えたものもあるし、忘れていたものを自分のも

のにできました。 

毎日今日やった所を夜遅くまで復習し次の日に全部書

けるようにはしました。（中３O．T くん） 

 

お盆以外毎日あって１日

６時間くらいやってはじ

めはペースについていけ

るかが心配だったけど、

先生が丁寧に説明してく

れてわかりやすく、すご

く頭に入ったので良かっ

たと思います。（中３I．M さん） 

 

 
 

◎中１・中２ 
学年 必修科目 時間数 

１・２年 英・数 
42 時間 

（C プランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用 

A プラン 
7/30～8/11 
(復習中心) 

B プラン 
8/20～8/27 
(予習中心) 

C プラン 
7/30～8/11 
8/20～8/27 

20,000 円 20,000 円 38,000 円 

 
学年 選択科目 時間数 

１・２年 国・理・社 
各 6 時間 

（C プランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用（1 科目ごと） 

A プラン 
7/30～8/11 
(復習中心) 

B プラン 
8/20～8/27 
(予習中心) 

C プラン 
7/30～8/11 
8/20～8/27 

各 2,100 円 各 2,100 円 各 4,200 円 

 
◎中 3 
学年 科目 時間数 受講費用 

３年 
英・数(必修科目) 42 時間 40,000 円 

国・理・社（選択科目） 各 9 時間 各 4,200 円 

※中３は C プラン(7/30～8/11、8/20～8/27)のみ 
 
メニュー１０ 

 

 

中１～中３対象：7／30～随時実施！ 
反復こそすべて！英単語・熟語完全暗記サバイバル、英文

法サバイバル、算数・数学サバイバル…など、わかるまで、

できるまで徹底的にやっていただくつもりです！ 

サバイバルテストの例 
中１単語 276語、中２単語224語、不規則変化52 セット、

熟語 166 語、方程式、一次関数、二次関数、英文法、中

３生は社会用語と理科用語も…などなどタップリと用

意！！ 

【子どもたちの感想より】 

何問もミスをしたのがすごく悔しくてもっと「見直

し」をしとけばよかったと思いました。 

が、直しで解らなかった所がわかってすごく良かった

です。（中１I．R さん） 

 

最初は１回のテストで覚える量がとても多くて焦っ

ていたけど、最後はなれてきてちょっとずつ覚えてい

けたのでうれしかったです。自分が覚えようという気

になれば何個でも覚えられるような気がしました。

（中２N．A さん） 

 

 
 



メニュー１１ 

前期確認テスト 
小６～中３対象：8／10・11 実施！ 

夏期セミナーの前期内容を確

認するためのテストです。 

この結果をもとに、１２日～１９

日のお盆休みでは復習を行っ

ていただくことが狙いです。 

しっかりと確認して２０日から始

まる後期に備えていただきたいと思います。 

範囲と日程表は夏期セミナー前期授業で配布します。 

 

メニュー１２ 

夏季集中勉強会 

小３～中３対象：８／１６～１８実施！ 

従来通りの宿泊を伴う勉強合宿で

はありませんが、３日間みっちり勉

強に取り組んでいただきます！ 

普段とは異なる学習環境の元、徹

底的に鍛えていただきます。 

毎年多くの受験生が大きく飛躍す

るこの講座。この講座で一気に合

格を手繰り寄せていただきます！ 

 

メニュー１３ 

 

 

小１～中３対象：8／12～19 実施！ 
夏期セミナーがお盆休みになるこの期間、保護者の方にご
協力していただいて、小中
学生を対象に家庭での学
習習慣を定着させます。 
この期間における学習内
容、時間数を報告してもら
い、指導に活かして実力を
高めます。 
詳細は、「夏期講習実施要項冊子」をご確認下さい。 

【子どもたちの感想より】 
せっかく夏期セミナーで習ったことを忘れたくなか

ったので、１日２時間を目標に勉強しました。 

４時間がんばった日もありました。 

後期のサバイバルテストでその結果が出たのでうれ

しかったです。（中２A．I くん） 

 

 

 

メニュー１４ 

自習室 
全学年対象 
夏期セミナー期間中の使用可能
時間は、9：00～22：00 までです。 
ただし、休校日は使用できませ
ん。ご注意ください。 
学校や塾の宿題を行うなど、しっ
かりと計画を立てて利用するよう
にして下さい。 
 
メニュー１５ 

 
 
 

 
小６～中３対象：8／31・9/1 実施！ 

この夏期セミナーで習ったこ
とを確認するためのテストで
す。 
この夏にたくさん頑張った分
の成果を確認していただけ
ると思います。 
範囲と日程表は夏期セミナ
ー後期授業で配布します。 

 

メニュー１6 

連絡メール・ 
登下校メール・ブログ 
全学年対象：7／30～随時！ 
お子さまの登下校の時間や授業の様子、ご連絡事項など、

保護者の方へメール等でご連絡。 

また日々の活動やクラスのようす等を昇英塾のブログで公

開して、「塾に行っているが何をやっているのかわからな

い」ということのないように、させていただいております。 

 


