
 

 

個別演習コース ２０１９ 静岡学園早慶セミナー 

 

日 時 

７月２２日（月）～８月３０日（金） 

９：１０～２０：４０ から選択 

<申込書「授業日程表」参照> 

 

講習内容 

＊一人ひとりの理解度・必要練習量・目標等に合わせた個別トレーニング学習 

＊プリント教材で「理解→演習→解説（個別指導）」 

＊日時・講座の予約制、１時限ごとの定員制 

＊前学年の復習、苦手克服、発展問題、新学年の予習など豊富な講座から自由に選択 

＊欠席時は振替日を決めて受講可 

   ＊基礎学力の定着につなげます 

 

講座一覧について  ※３ページ参照。 

＊１講座につき９０分×４回分の学習内容です。選択講座や学習内容を 

お悩みの方はお気軽にご相談ください。 

＊カリキュラム・学習内容例は標準演習速度による目安です。１講座分が 

４回の受講で終了しない場合もあります。 

＊同じ講座番号を複数回受講し、同じ学習内容の演習量を増やすことも可能です。 

＊カリキュラム・学習内容例は個別に変更できます。ご希望の単元・内容が見つからない場合 

はご相談ください。 

＊講座名の〈基礎〉〈応用〉〈発展〉 は問題形式の難易度です。どなたでも受講できます。 

＊数学、理科の図形やグラフ問題等で定規・コンパスが必要になることがあります。 

 

受講開始までの流れ 

①学習する講座を決める 

②申込書下部「授業日程表」の範囲内で、講座数×４回分の授業日時を決める 

③学習したい講座の講座番号を「授業日程表」に記入して提出する 

 

授業料 中学内容１講座５,５００円 

    高校内容１講座７,５００円 （講座番号１３０、１４１、１６０、２４１、２６１、２６２） 

 

中１ 中２ 中３ 高１ 

 

（教材費・税込） 



 

 

 

 

 

 

 

（演習→解説） 

    

授業時間外の食事休憩・自習室利用可能です。部活動の前後や中学の課題消化にもぜひどうぞ！ 

 

         校内生は１講座につき５００円、春期講習生は全体から５００円割引します。 

 

 

 

★★★  新規入学  申込受付中  ★★★  
夏期児童クラブ（小１～小４〈学童〉）   小６スクール   個別演習コース（中学、高１） 

高校現役コース（高２・３）   高校学力養成科（通信制高校併修）   大学受験科（高卒） 
 

★小学生から大学受験生まで★早慶セミナーでさらなる飛躍を目指せ！ 
※詳細は別紙各資料をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講手続  

資料請求、お問い合わせ、お申込み等は、下記までお気軽にご連絡ください。 

本校窓口にて個別説明も致します。事前にお電話の上でご来校ください。 

お待ちしております。 【受付時間】１０：００～１９：００（土・日・祝事務局休み） 

■開講会場・申込先： 

 

 

■申込方法：申込書に費用をそえてお申し込みください。 

電話やＦＡＸでの予約も受け付けます。予約の場合は授業 

初日に費用をご持参ください。 

 

静岡学園早慶セミナー 
 
〒４２２-８０７６ 静岡市駿河区八幡１-１-１ 

TEL.054-２８１-０１９１  FAX.054-２８１-８９９９  http://shizugaku.jp/ 

＊悪天候や自然災害等の事情により日程を変更することがあります。 
＊お申込み後の受講取消しによる返金はできませんのであらかじめご了承ください。 

皆様の個人情報は、個人情報保護法に基づき、適正に管理し、漏洩防止に努め、学籍

管理、模試受験生登録、本校の各種連絡・お知らせ・ご案内の送付に利用いたします。 

＜アクセス＞ 

＊ＪＲ静岡駅南口 東へ徒歩約５分 

＊静鉄日吉町駅 南へ徒歩約７分 

★地下に生徒用駐輪場あり 

★サポートシステム！ 

 

 勉学もスポーツや楽器と同じ！ 

やり方を「理解（学習）」した 

後にくり返し「練習（演習）」 

することで「できる（解ける）」 

ようになるぞ！ 

★個別トレーニング学習とは 

割引！ 



講座一覧  対象欄：１・２・３…中１年・中２年・中３年  ①…高１年 
 
教 

科 
講座 
番号 

講座名 対象 カリキュラム・学習内容例         ※標準演習速度による目安です 

英 
 

語 

１００ １学期英文法攻略 １・２・３ 
中１：一般動詞、ｂｅ動詞、複数形  中２：過去形、未来形 

中３：第４文型（ｃａｌｌＡＢ）、受動態、現在完了、how to～  など 

１１１ 中１英文法総復習 ２ ｂｅ動詞、一般動詞、命令文、疑問詞を用いた疑問文、ｃａｎ 

１２１ 中１・２英文法総復習 ３ 動詞、助動詞、不定詞、動名詞、形容詞・副詞、比較 

１３０ 〈応用〉英文読解演習 全学年 単語・文法知識等を内容理解に活かす英文読解演習〈学年別教材〉 

１４１ 英文法の夏明け準備 全学年 ９月以降の先取り学習。中学・高校の学習内容の続き 

１６０ 英文法基礎演習 ① 文型、自動詞・他動詞、時制、完了形など 

数 
 

学 

２００ 式の計算総合演習 １・２・３ 中１：文字式 中２：式の乗除、連立方程式 中３：因数分解、平方根 

２１０ 中１数学総復習 ２ 比例・反比例、平面・空間図形、面積・体積 

２１１ 中１・２関数総復習 ３ 比例・反比例、１次関数 

２１２ 中１・２図形総復習 ３ 平面・空間図形、面積・体積、平行線と角度、合同条件 

２２１ 統計総合演習 ３ 資料の活用、場合の数、確率、標本調査（予習） 

２３１ 〈応用〉文章問題演習 １・２・３ 正負の数、文字式の表し方、１次・連立・２次方程式〈学年単元まで〉 

２３２ 〈応用〉証明問題演習 ３ 文字式による証明、合同、因数分解と式・図形の証明 

２４１ 数学の夏明け準備 全学年 ９月以降の先取り学習。中学・高校の学習内容の続き 

２６１ 数学Ⅰ演習 ① 方程式、不等式、２次関数  など 

２６２ 数学Ａ演習 ① 集合、命題、確率  など 

国 
語 

３１１ 中１国文法総合 １・２・３ 中１の内容。文の成分、文節、品詞、活用しない自立語 

３１２ 中２国文法総合 ２・３ 中２の内容。活用する自立語（用言）、付属語（助詞・助動詞） 

３３０ 〈基礎〉現代文読解演習 １・２・３ 指示語、接続詞などポイントを意識した問題演習 〈学年別教材〉 

理 
 

科 

４００ １学期理科攻略 １・２・３ 中学の学習内容に対応 

４２０ 中学理科総復習 ２・３ 下記区別Ａ～Ｈのうち２つを選択学習 

 

中１理科（物・化） 

中１理科（生・地） 

中２理科（物・化） 

中２理科（生・地） 

Ａ：身近な物理現象（光、音、力）  Ｂ：物質のすがた（状態変化、水溶液） 

Ｃ：植物の生活と生物の進化   Ｄ：大地の変化（堆積岩、火成岩、地震） 

Ｅ：電流とその利用       Ｆ：化学変化と原子・分子 

Ｇ：動物の生活と生物の進化   Ｈ：気象のしくみと天気の変化 

４３０ 〈応用〉理科計算系 ２・３ 濃度、圧力、地震、電力量、湿度など数値・計算系内容の選択学習 

４４１ 理科の夏明け準備 １・２・３ ９月以降の先取り学習。中学の学習内容の続き 

社 
 

会 

５００ １学期社会攻略 １・２ 中学の学習内容に対応 

５２０ 中学社会総復習 ２・３ 下記区別Ａ～Ｈのうち２つを選択学習 

 

世界地理 

日本地理 

近世まで 

近代以降 

Ａ：世界のすがた、各地の生活と環境  Ｂ：世界の諸地域 

Ｃ：日本のすがた、世界からみた日本  Ｄ：日本の諸地域 

Ｅ：古代・中世（縄文～室町時代）   Ｆ：近世（安土・桃山～江戸時代） 

Ｇ：欧米の進出、開国、明治維新    Ｈ：二度の世界大戦、戦後の日本 

５３１ 〈発展〉社会記述系 ２・３ 地理・歴史の記述問題演習 

５４１ 社会の夏明け準備 １・２・３ ９月以降の先取り学習。中学の学習内容の続き 



2019 個別演習ｺｰｽ 夏期講習申込書 静岡学園早慶ｾﾐﾅｰ 

（  ）夏期新規申込 （  ）夏期追加申込 太枠内をはっきり記入してください。 
ふりがな  

性
別 男・女 

保護者 

氏名 
 生徒 

氏名 
 

住

所 

〒 

 

電話 (   )   ― 

緊急 (   )   ― 

在学校 中学・高校  年 

受講申込講座   ※申込講座の変更は、学習開始前にご連絡ください。                記入例 

講座 
番号         １１１ 

 Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ． 本校記入 

授業料及び受験料   ↓講習・模試に講座数や○印を記入 

夏期講習 
講 

    座 円  
領収印 

  円  Ｎｏ． 受験票 
 

  △     円 
 

担当印 

合  計       円 

 

〔授業日程表〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付番号 

ご希望の日時に学習したい講座の講座番号を記入し、授業日程をお決めください。１講座につき４回分の 

学習時限の確保（４か所に講座番号を記入）が必要です。後日の提出や電話・ＦＡＸでの連絡も受け 

付けますが、各時限とも定員になり次第締め切りとなります。日程は変更できますのでお早めにご予約ください。欠席時 

は授業時間前までに、日程の変更や振替日の予約は前日までにご連絡ください。なお、斜線のある日時は予約できません。 
 

７月 ２２（月） ２３（火） ２４（水） ２５（木） ２６（金） ２９（月） ３０（火） ３１（水）    

５限１７：２０～１８：５０            

６限１９：１０～２０：４０            

８月 １（木） ２（金） ５（月） ６（火） ７（水） ８（木） ９（金） １３（火） １４（水） １５（木） １６（金） 

１限 ９：１０～１０：４０            

２限１１：００～１２：３０            

４限１５：３０～１７：００            

５限１７：２０～１８：５０            

６限１９：１０～２０：４０            

８月 １９（月） ２０（火） ２１（水） ２２（木） ２３（金） ２６（月） ２７（火） ２８（水） ２９（木） ３０（金）  

１限 ９：１０～１０：４０            

２限１１：００～１２：３０            

４限１５：３０～１７：００            

５限１７：２０～１８：５０            

６限１９：１０～２０：４０            

 


