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2020年度 「夏の学習」のご案内 
 

保護者さまへ 

 私どもは中高一貫校生と大学受験生を対象とし、専任のプロ講師が直接指導を行う個別対応専門予備

校です。専門的な知識と豊富な経験を持つ講師が、個々のニーズや目的にあわせてカリキュラムを作成、

内容や教材を常に最適化し、生徒６名までを個別対応で指導していきます。 

 

茗渓予備校では中高一貫校教材（トレジャー・プログレス・体系数学・システム数学など）に対応し

た多彩な個別カリキュラムを準備しており、これらの教材を知り尽くした講師が指導にあたります。個

別対応で授業を行うため、一人ひとりに合った達成度別演習や学校別の課題に取り組むことが出来ます。 

 

大学受験ゼミでは、経験豊富な精鋭講師が難関大学・医学部受験から内部進学対策まで、多彩なカリ

キュラムを用意し、入試に必要な重要単元の集中学習や大学別の出題パターン・頻出単元など、一人ひ

とりのテーマや課題に絞り込んだ内容を提供します。一斉授業にありがちな『わかる』単元の重複を省

き、本当に必要な内容やより発展させたい単元の学習を集中して学習できます。 

 

夏期講習での指導テーマ･指導内容･指導時間数の決定は、個別面談で定期試験の成績や志望大学、ご

本人のご希望などを伺い、それに応じて都合の良い日程・時間帯を選択していただきます。無料体験指

導も随時行っておりますので、お気軽にご相談ください。 

 

◆ 日程 ◆ 

□夏の学習（学年別の標準時間数に沿って指導内容をご提案。日程は下記期間中から選択し、決定します。） 

 

◆『夏期講習プレ期間』  7 月６日（月）～7 月３０日（木）☆平常指導と並行して実施します。 

◆『夏期講習本期間』 ８月１日（土）～8 月１４日（金） 

◆『８月平常集中指導』 ８月１７日（月）～8 月３1 日（月）☆８月の必修講座です。 

◆『夏期ポスト期間』  ９月１日（火）～９月１２日（土）☆７～８月で受講できなかった生徒用。 

  （※時間は担当講師の勤務シフトにより異なります。提案書に添付した指導時間を参照のうえ、お申し出ください） 

 

〈夏期講習 本期間カレンダー〉 
8/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 

① ② ③ ④ 休 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 休 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

 ※本期間中以外でも、夏期プレ・８月平常・夏期ポスト期間で「夏期講習」を受講できます。 

   

◆ 指導のねらいと内容 ◆ 

□夏期講習 

  平常指導で浮き彫りにされた課題の解決を図ります。長期のフリーな時間を計画的に活用し、平常時にはな

かなか解決できない各自の課題をクリアさせて、学力向上を図ります。個々の具体的な課題と講習時の学習内

容につきましては、各担当が本人と相談のうえ、提案書を作成してご案内いたします。 

時間数につきましては学年や受講科目数などを考慮し、作成した標準時間数を基準として、指導内容や学習

量を決め、適切な教材を準備して指導に当たります。 

  

 

 

 

 

 

※一部の校舎では、期間中 全日または特定の時

間帯で休館する場合がございます。詳しくは各

校舎・各担当者までご相談ください。 

 

≪ご兄弟姉妹・割引キャンペーン≫ 
夏期講習はご兄弟姉妹の場合は費用の少ない方が半額になる割引制度が適用されます。 

この機会にお試しください。 
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■ 夏期講習受講時間数（8 月平常集中指導とは別です） 

夏期講習は原則必修です。また一定の指導内容を確保するために、各科目で学年ごとに基準時間数を設定して

います。小学生～中 1生は 16時間、中 2生～高 1生は 20時間、高 2・高 3・既卒生は 24時間以上となります。 

□ 受講料（科目別） <外税> 
 

 

 

 

 

  指導時間数 12 時間/1 科目 16 時間/1 科目 20 時間/1 科目 24 時間/1 科目 

小学生～中 1 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 

基準時間履修～（5％割引） ----- ¥41,800 ¥52,250 ¥62,700 

２科目基準時間履修

～（10％割引） 
----- ¥39,600 ¥49,500 ¥59,400 

指導時間数 12 時間/1 科目 16 時間/1 科目 20 時間/1 科目 24 時間/1 科目 28 時間/1 科目 

中 2～高 1 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥77,000 

基準時間履修～（5％割引） ----- ----- ¥52,250 ¥62,700 ¥73,150 

２科目基準時間履修

～（10％割引） 
----- ----- ¥49,500 ¥59,400 ¥69,300 

指導時間数 12 時間/1 科目 16 時間/1 科目 20 時間/1 科目 24 時間/1 科目 28 時間/1 科目 

高 2 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥77,000 

基準時間履修～（5％割引） ----- ----- ----- ¥62,700 ¥73,150 

２科目基準時間履修

～（10％割引） 
----- ----- ----- ¥59,400 ¥69,300 

高 3・既卒生 ¥39,600 ¥52,800 ¥66,000 ¥79,200 ¥92,400 

基準時間履修～（5％割引） ----- ----- ----- ¥75,240 ¥87,780 

２科目基準時間履修

～（10％割引） 
----- ----- ----- ¥71,280 ¥83,160 

（註）① 基準時間及びそれを超えた時間を受講される場合は上記の 5％割引の料金となります。 

② 2科目受講者で両科目とも基準時間及びそれを超えた時間を受講される場合は、2科目とも上記 

の 10％割引の料金となります。 

□ 3 科目以降の追加科目受講料 <外税>選択科目の物理・化学・生物、国語（現・古・漢・小論）があります。 

指導時間数 ８時間 12 時間 16 時間 20 時間/ 24 時間 28 時間 

高３・大学受験生 ¥21,120 ¥31,680 ¥42,240 ¥52,800 ¥63,360 ¥73,920 

小学生～高２生 ¥17,600 ¥26,400 ¥35,200 ¥44,000 ¥52,800 ¥61,600 

◆ ご確認事項  お問合わせから受講までのご案内 

① お問合わせ時：ご要望を伺い、面談の日時の打ち合わせをさせていただきます。 

② 面談時：教育診断を行い、ご希望に合ったカリキュラムと講座をご提案致します。 

受講希望教科のテストなどの成績資料がございましたらご持参下さい。 

③ 体験指導：体験指導をご希望の場合は日時及び指導内容の打ち合わせさせていただきます。 

必要な場合、学校での使用教材名（教科書・サブ教材）をお持ちください。 

④ 日程確認：日程アンケートをお渡しします。受講をご希望の場合は、FAX 等でお知らせください。その上で時間数

と日程を確認させていただき、受講費用等の授業料明細書を後日お渡しいたします。 

⑤ ※部活等で日程が定まらない場合は、時間数の決定のみでもかまいません。受講日程が確定次第、日程アンケート用

紙をＦＡＸ等にてお知らせ下さい。受講料は授業料明細書に従いお振込みとなります。 

⑥ 受講開始：受講初日は筆記用具をご持参の上、受講予定日時に校舎までお越し下さい。 

【平常指導の継続受講について】夏期講習を受講し、引き続き 9 月からの平常指導も継続受講したい場合は新規入会となり

ますので、その旨を担当者までご連絡をお願い致します。 

≪夏期追加科目キャンペーン≫ 
夏期の追加する科目（平常履修科目以外）にかかる、講習教材費（2,000 円/教科）が免除となります。

この機会に普段受講されていない他科目の受講もご検討ください。 


