
 夏期講習（8 月授業）案内〜小学生コース〜  ７月 10 日（日）申込締め切り       

 

□小学生夏期講習(8 月授業)は、通常の授業と同様です。        

□料金は、通常の授業料及び教材費となります。 

□夏期講習(8 月授業)にご友人を紹介して頂いた場合、9月授業料 20％offさせていただきます。 

□＜新規入塾生様＞ 詳細のコースなどについては、別紙をご覧ください。 

 
大切なお知らせ 
（１）夏期講習期間中は、授業開始時間及び終了時間が変更となります。お間違えのないよう、お願い致します。 

月/水/金クラス共通 それぞれの授業科目の開始時間 5 分前にご来塾ください。 
① 15:40～16:20 40 分 国語 
② 16:30～17:15 45 分 英語 
③ 17:20～18:00 40 分 算数 
（２）通塾日をご確認下さい。 
月クラス→8月 1日、8日、２２日、29日 

水クラス→8月 3日、10日、24日、31日（臨時休塾日）→29日（月）に振替 
金クラス→8月 5日、12日、19日、26日 
 



 

オプション 希望選択制コース 
            
アート講座（小３生～中３生のみ）７月 24 日（日）/ 31 日（日）9:00~12:10料金: 塾生１,100 円（税込）塾外生 2,200 円（税込）  
 
小学生部、中学生部に分かれて実施します。学校の夏休みの課題で出される絵やイラストの課題を、絵画専門のプロ講師の指導のもと取り組みます。 
限定 20名の講座で、一人一人の描きたい絵やイラストをアドバイスをもらいながら進めることができます。講師は温厚で、楽しい先生です！！ 
 
オススメ！アクティブラーナー養成講座（小５～高校生）料金：無料 ※9 月以降も受講される場合は料金が発生します    
アクティブラーナー養成講座は、人生 100 年時代に必要なスキルや価値観を楽しく学ぶ講座です。                          
 
（１）「７つの習慣Ｊ®オンライン」 ①8月 2日（土）/②20日（土）17:00~18:00         戦後最も売れた 
◎７つの習慣 J ®ファシリテーター認定講師：手嶋将人（Teach for FUKUOKA 塾長）      ビジネス書 
『7 つの習慣』を学び実践する世界のトップリーダーが学ぶ成功習慣を身に着ける。               
 

「７つの習慣Ｊ®オンライン」では生徒・学生のみなさんを応援するプログラム！志望校合格・成績アップをしたい、部活も両立したい！生
活習慣をもっと変えたい！家族や学校での人間関係を良くしたい！といった、皆さんの「やる気」と「チャレンジ」をパワーアップしま
す！オンラインで楽しく学んで、毎日を充実させる「コツ」を一緒につかみましょう！ 

 
（２）「キャリア塾」①7月 26日（火）/ ②8月 23日（火） 
◎一般社団法人 FCC GROVE 代表理事：横田秀策（元小学校校長） 
人生を幸せに生きていく方法を学ぶ。 
 
自分のキャリアを考えていくことは必要不可欠です。先日のカフェミーティングでは、保護者の方々から大好評でした。目から鱗の話がたく
さん聴けます。本キャリア塾は、お子様向けのプログラムです。8月は「キャリアとは何か？」「脳を働かすことが感情を育てる」などをテ
ーマにして、楽しく活動しながら学びます。 

 



夏期講習（8 月授業）案内〜中学 1/2 年生〜    ７月 10 日（日）申込締め切り 

□夏期講習(8 月授業)受講の方は、以下の３つのコースよりご選択ください。       ※7 月 1１日（月）以降に申込より早割プランは適用されません。 

□以下の料金は、8月分の授業料及び教材費となります。別途料金はかかりません。 

□8 月夏期講習期間中の割引制度は、紹介割のみ（一部適用外あり）となります。夏期講習にご友人を紹介して頂いた場合、9月授業料 20％offさせていただきます。 

 

※8月21日（日）フクト実力テスト会 ３,７００円(税込) （現フクト会員生は料金不要）※Tff チャレンジは、学習定着を図るテストです。（表彰あり） 
※振替指導は、補講日で設定します。その他の曜日は実施いたしませんので、ご了承下さい。 

コース説明 ※中１/2年生は、8月フクト実力テストの受験をオススメしています。 
A：少人数授業英数国社理コース：実力アップ＋定期対策中心  
１クラス10人程度までのコースです。通常の授業とは異なり、入試や実力テストに対応できる力を育成します。また、２学期の重要単元を学習し、二学期のスタート
を余裕を持って取り組めることを目指します。※国語・社会は、２学期の予習（定期テスト対策）が中心です。 

B：少人数授業英数理コース：実力アップ＋定期対策中心  
１クラス10人程度までのコースです。通常の授業とは異なり、入試や実力テストに対応できる力を育成します。また、２学期の重要単元を学習し、二学期のスタートを余裕を持って取
り組めることを目指します。 

C：個別指導（１対４まで）英数コース： 17:30～19:00（平日） 
  じっくり英数を復習したい生徒、英数の実力を集中して高めたい生徒の皆さんにオススメです。英数以外の教科もご要望に応じて個別指導対応できます。 



夏期講習（8 月授業）案内〜中学 3 年生〜     ７月 10 日（日）申込締め切り 

□夏期講習(8 月授業)受講の方は、以下の３つのコースよりご選択ください。       ※7 月 1１日（月）以降に申込より早割プランは適用されません。 

□以下の料金は、8月分の授業料及び教材費となります。別途料金はかかりません。 

□8 月夏期講習期間中の割引制度は、紹介割のみ（一部適用外あり）となります。夏期講習にご友人を紹介して頂いた場合、9月授業料 20％offさせていただきます。 

 

※8月21日（日）フクト実力テスト会 ３,７００円(税込) （現フクト会員生は料金不要）※Tff チャレンジは、学習定着を図るテストです。（表彰あり） 
※振替指導は、補講日で設定します。その他の曜日は実施いたしませんので、ご了承下さい。 

コース説明 ※中３生は、8月フクト実力テストは原則全員受験いただきます。 
A：１対２個別指導 5 教科コース：入試対策中心 17 日間 13:00～17:10 
2人（中３生）の生徒につき、1人の講師が指導致します。自分のペースで学習を進めたい生徒の皆さんにおすすめですが、入試対策が中心となります。5
教科 17コマ（１コマ45分）で授業を実施いたします。 

B：習熟度少人数指導 5 教科コース：定期テスト対策＋入試対策併用 17 日間 10:30～17:10 
S/Aクラスに分かれて授業を実施いたします。１クラス最大10名までです。5教科 23コマ＜※英数24コマ＞（1コマ 45分）で授業を実施いたします。 

C：個別指導オリジナルカリキュラムコース：定期テスト対策 OR 入試対策  17:30～19:00（平日） / 15:00～（土日） 
１対１～１対４の指導を選択することができます。指導教科も選択いただくことは可能です。 
ただし、１対４ご希望であっても、ご希望に添えない場合がございます。指導人数によって料金が変更になりますので、ご了承ください。 
 



オプション 希望選択制コース 
 
お盆入試特訓（中３生のみ）   8 月 14 日（日）～16 日（火）料金:29,800 円(税込) 
 
レベル別テキストを活用した個別指導で基礎力及び応用力のレベルアップを目指します。また、実力テスト対策として実践問題をしっかり解く時間を設け 
時間配分や解法のテクニックを学びます。さらに、5教科基礎問100コンテストを設け、合格点を目指します。 
            
アート講座（小３生～中３生のみ）７月 24 日（日）/ 31 日（日）9:00~12:10料金: 塾生１,100 円（税込）塾外生 2,200 円（税込）  
 
小学生部、中学生部に分かれて実施します。学校の夏休みの課題で出される絵やイラストの課題を、絵画専門のプロ講師の指導のもと取り組みます。 
限定 20名の講座で、一人一人の描きたい絵やイラストをアドバイスをもらいながら進めることができます。講師は温厚で、楽しい先生です！！ 
 
アクティブラーナー養成講座（小５～高校生）料金：無料 ※9 月以降も受講される場合は料金が発生します    
アクティブラーナー養成講座は、人生 100 年時代に必要なスキルや価値観を楽しく学ぶ講座です。                          
 
（１）「７つの習慣Ｊ®オンライン」 ①8月 2日（土）/②20日（土）17:00~18:00         戦後最も売れた 
◎７つの習慣 J ®ファシリテーター認定講師：手嶋将人（Teach for FUKUOKA 塾長）      ビジネス書 
『7 つの習慣』を学び実践する世界のトップリーダーが学ぶ成功習慣を身に着ける。               
 

「７つの習慣Ｊ®オンライン」では生徒・学生のみなさんを応援するプログラム！志望校合格・成績アップをしたい、部活も両立したい！生
活習慣をもっと変えたい！家族や学校での人間関係を良くしたい！といった、皆さんの「やる気」と「チャレンジ」をパワーアップしま
す！オンラインで楽しく学んで、毎日を充実させる「コツ」を一緒につかみましょう！ 

 
（２）「キャリア塾」①7月 26日（火）/ ②8月 23日（火） 
◎一般社団法人 FCC GROVE 代表理事：横田秀策（元小学校校長） 
人生を幸せに生きていく方法を学ぶ。 
 
自分のキャリアを考えていくことは必要不可欠です。先日のカフェミーティングでは、保護者の方々から大好評でした。目から鱗の話がたく
さん聴けます。本キャリア塾は、お子様向けのプログラムです。8月は「キャリアとは何か？」「脳を働かすことが感情を育てる」などをテ
ーマにして、楽しく活動しながら学びます。 
  



夏期講習（8 月授業）案内〜高校生〜         ７月 10 日（日）申込締め切り 

□夏期講習(8 月授業)受講の方は、以下の３つのコースよりご選択ください。       ※7 月 1１日（月）以降に申込より早割プランは適用されません。 

□以下の料金は、8月分の授業料となります。なお、教材費は各々で異なります。別途料金はかかりません。 

□8 月夏期講習期間中の割引制度は、紹介割のみ（一部適用外あり）となります。夏期講習にご友人を紹介して頂いた場合、9月授業料 20％offさせていただきます。 

 

＜コース選択の手順＞ 
（１）A B C いずれかのコースを選びます。 

＜A/Bコース選択の場合＞  

（２）受講教科（全教科対応）を選びます。→（３）第１週～第４週の中から、指導希望曜日を選択（複数選択可能）（４）自習室利用の有無を選択 



コース説明  
A：大学受験コース 大学逆転合格を目指すフルサポートコースです 週１～個別指導＋毎週１個別面談・テスト＋自習室利用放題 

 大学受験専門受験コンパス✖Teach	for	FUKUOKA 学習塾が連携して、お子様に最適な学習教材を戦略的に選考し、個別指導のみならず、毎週面談、	

 理解度テスト、年間学習計画及び週学習計画の検討、自習室利用放題をセットにしたコースです。 

B：個別指導コース 英検対策や定期考査対策などを中心としたコースです。１対１or １対２を選択して下さい 

 各々の要望に応じて、個別指導を行うことができます。専門科目の講師がそろっていますので、全ての科目に対応することが可能です。 

 苦手科目の改善、得意科目の伸長など、大学受験への土台作りを図りたい方にオススメです。 

 なお、１対２を選択される場合は、ペアの方とともにお申し込みいただくことになります。 

ペアの方がおられない場合は、１対１料金を頂戴することになりますので、ご了承下さい。 

C：自習室利用コース 指定の時間にいつでも自習室を利用することが可能です。 
 
オプション 希望選択制コース 
お盆入試特訓（高校生）   8 月 14 日（日）～16 日（火） １対１個別  １コマ 4,000 円（税込） 
                                 自習室利用   1 日のみ利用 550 円（税込） 
                                         3 日間利用 1,100 円（税込） 
オススメ！アクティブラーナー養成講座（小５～高校生）料金：無料 ※9 月以降も受講される場合は料金が発生します    
アクティブラーナー養成講座は、人生 100 年時代に必要なスキルや価値観を楽しく学ぶ講座です。                          
 
（１）「７つの習慣Ｊ®オンライン」 ①8月 2日（土）/②20日（土）17:00~18:00        戦後最も売れた 
◎７つの習慣 J ®ファシリテーター認定講師：手嶋将人（Teach for FUKUOKA 塾長）      ビジネス書 
『7つの習慣』を学び実践する世界のトップリーダーが学ぶ成功習慣を身に着ける。               
「７つの習慣Ｊ®オンライン」では生徒・学生のみなさんを応援するプログラム！志望校合格・成績アップをしたい、部活も両立したい！生活習慣をもっと変え
たい！家族や学校での人間関係を良くしたい！といった、皆さんの「やる気」と「チャレンジ」をパワーアップします！オンラインで楽しく学んで、毎日を充
実させる「コツ」を一緒につかみましょう！ 

 
（２）「キャリア塾」①7月 26日（火）/ ②8月 23日（火） ◎一般社団法人FCC GROVE 代表理事：横田秀策（元小学校校長） 
人生を幸せに生きていく方法を学ぶ。 
自分のキャリアを考えていくことは必要不可欠です。先日のカフェミーティングでは、保護者の方々から大好評でした。目から鱗の話がたくさん聴けます。本キャ
リア塾は、お子様向けのプログラムです。8月は「キャリアとは何か？」「脳を働かすことが感情を育てる」などをテーマにして、楽しく活動しながら学びます。 


