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【⼩学⽣の夏期講習】対象：⼩学３年⽣〜⼩学６年⽣ 
集団指導の夏期講習 対象：⼩学５年⽣・６年⽣ 
■夏期講習集団指導（⼩５・６）のコンセプト 
⼩学⽣の集団指導は、⼩学５年⽣と６年⽣を対象に⾏います。コンセプトは、「応⽤から⼊試レベルへ⾼める」こ
とです。個別学習では基礎固めと弱点補強を⾏い、集団指導では応⽤問題と⼊試問題を扱います。中学受験を控
えている⼈や、中学受験はしないけれど中学校に向けて応⽤⼒を⾼めたい⼈が対象です。 
 
■「⼩５・⼩６集団指導の夏期講習」の⽇程と受講料 

 
 

個別学習の夏期講習 対象：⼩学３年⽣〜⼩学６年⽣ 
■夏期講習個別学習（⼩３〜６）のコンセプト 
⼩学⽣の個別学習は、先⽣１⼈に対して⽣徒３⼈の指導体制で⾏います。コンセプトは弱点補強と演習量確保で
す。少し苦⼿な分野やもう少し演習を積んで分からないところを教えてもらいながら補強したい場合は、個別学
習の夏期講習が最適です。⼩学３年⽣から⼩学６年⽣まで受講できます。 
 
■「⼩学⽣個別学習の夏期講習」の⽇程と受講料 
以下の⽇程から選べます。受講料：120 分✖４回 11,000 円（税込） 

 
算数・国語・理科・社会・英語から選択できます。120 分✖４回で２教科まで受講可。 
１教科につき 1,650 円（税込）の教材費が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学年 科目 昨年の費用 クラス 担当 時間

算・国 ¥11,000 河合・高波 10:00〜11:50 7/17 7/18 8/13 8/14

理・社 ¥11,000 中村・中島 10:00〜11:50 7/24 7/26 8/15 8/16

算・国 ¥11,000 河合・高波 10:00〜11:50 7/17 7/18 8/13 8/14

理・社 ¥11,000 中村・中島 10:00〜11:50 7/24 7/26 8/15 8/16

日程

応用～入試へ

応用～入試へ

小5

小6

7/17，18，24，26

8/12，13，14，15

8/27，28，29，30

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

第1期間

第2期間

第3期間



【中学⽣の夏期講習】対象：中学１年⽣〜中学３年⽣ 
集団指導の夏期講習 
■中学⽣集団指導のコンセプト 
中学⽣の集団指導のコンセプトは、秋の学習の先取りです。成績を上げるために最も重要な考え⽅は、「先⼿必
勝」です。後⼿に回ると、取り組みが雑になるし、ミスは増えるし、⼗分な理解がないままテストを受けること
になります。先に重要単元を学んでから秋の学習を迎えることで定期テストの対策がしやすくなります。 
 
復習範囲については、基礎をやりたい場合は「個別学習の夏期講習」が向いています。応⽤をやりたい場合は、
「夏期特別講習：特進クラス」が最適です。中学３年⽣は、「夏期合宿」で学⼒診断テスト対策の復習特訓を⾏い
ますので、学⼒診断テストでの⾼得点を狙う⼈は夏期合宿も参加してください。 
 
■「中学⽣集団指導の夏期講習」の⽇程と受講料 

 
 
■中学⽣夏期講習の選び⽅ 
・秋以降の内容を先取りしたい：集団指導の夏期講習 or 個別学習の夏期講習 
・復習範囲もしくは予習範囲の弱点補強をしたい：個別学習の夏期講習 
・中３⽣が復習範囲の補強をして学⼒診断テストに備えたい：夏期合宿 
・復習範囲の応⽤レベル・⼊試レベルの学習をやりたい：中１・中２・中３特進クラス 
 
※夏期合宿については「夏期合宿受講案内（別紙）を参照してください 

学年 科目 費用 クラス 担当 時間

¥13,200 公立 谷口 16:00〜17:50 7/17 7/18 7/24 7/26

¥13,200 附属 砂村 16:00〜17:50 7/17 7/18 7/24 7/26

¥13,200 公立 中島 14:00〜15:50 7/17 7/18 7/24 7/26

¥13,200 附属 河合 14:00〜15:50 7/17 7/18 7/24 7/26

社・国 ¥13,200 合同 高波 14:00〜15:50 8/11 8/12 8/13 8/14

3講座セット受講 ¥33,000 ※上記クラスを3つ選択して下さい

¥13,200 公立 谷口 18:00〜19:50 7/17 7/18 7/24 7/26

¥13,200 附属 砂村 16:00〜17:50 7/27 7/28 7/29 7/30

¥13,200 公立 中島 20:00〜21:50 7/17 7/18 7/24 7/26

¥13,200 附属 伊藤 18:00〜19:50 7/26 7/27 7/28 7/30

社・国 ¥13,200 合同 高波 16:00〜17:50 8/11 8/12 8/13 8/14

3講座セット受講 ¥33,000 ※上記クラスを3つ選択して下さい

¥13,200 公立 御簗 16:00〜17:50 7/27 7/28 7/29 7/30

¥13,200 附属 砂村 18:00〜19:50 7/17 7/18 7/24 7/26

¥13,200 公立 中島 14:00〜15:50 7/27 7/28 7/29 7/30

¥13,200 附属 河合 16:00〜17:50 7/17 7/18 7/24 7/26

社・国 ¥13,200 合同 高波 10:00〜11:50 7/27 7/28 7/29 7/30

3講座セット受講 ¥33,000 ※上記クラスを3つ選択して下さい

夏期合宿 ¥88,000 たけくらべ 13:00出発 8/7 8/8 8/9 8/10

日程

中1

英

数・理

中2

英

数・理

中3

英

数・理



夏期特別講習：中学⽣特進クラス（集団指導） 
■中学⽣特進クラスのコンセプト 
特進クラスの⽬標は、「藤島・⾼志上位合格」です。既習範囲の応⽤問題と⼊試問題を扱います。基礎はできてい
るという前提で、少し⾼度な解説を⾏います。応⽤問題を確実に取りたい、もっと速く解きたい⼈はこのクラス
を受講して⼒をつけてください。 
■「特進クラス」の⽇程と受講料 

 
                                                            （注）中３の予定が変更になっています 

中学⽣個別学習の夏期講習 
■「中学⽣個別学習」のコンセプト 
中学⽣の個別学習は、先⽣１⼈に対して⽣徒３⼈の指導体制で⾏います。弱点補強と演習量確保に向いています。
テキストはこれからの学習において最重要項⽬と⾔える分野で構成されているので、⾃分にとって優先度の⾼い
ものを先⽣と選んで、⼀つ⼀つ丁寧に攻略していきます。毎回、前回のテストをしながら理解度と定着度を確認
しながら進めます。 
 
■「中学⽣個別学習」の⽇程と費⽤ 
以下の⽇程から選べます。120 分✖４回で１単位となります。１単位２教科まで受講できます。 
国語・社会・数学・理科・英語から選べます。 

 
120 分✖４回の１単位で受講料は 13,200 円（税込）です。 
１教科につき 1,650 円（税込）の教材費が必要です。 
 

夏期合宿（中３⽣）：学⼒診断テスト対策・⼊試対策 
■夏期合宿（中３⽣）のコンセプト 
夏期合宿では、復習範囲の重要項⽬を演習します。講義と演習の繰り返しで、学⼒診断テストや⼊試に対応でき
る⼒を養います。ミッドナイト特訓では、⾃分で決めた 30 項⽬を徹底演習して、「わかる」から「できる」レベ
ルまで⾼めていきます。受験勉強に必要な集中⼒、精神⼒も同時に鍛えられます。 
 
⽇程：８⽉７⽇（⽇）〜１０⽇（⽔）３泊 4⽇ 

８⽉７⽇（⽇）13 時英⼼うえの塾出発→８⽉１０⽇（⽔）１４時解散予定 
会場：丸岡温泉 たけくらべ 〒910-0204 福井県坂井市丸岡町⼭⽵⽥ 88-8   

TEL.0776-67-2333 / FAX.0776-67-2468 
費⽤：88,000 円（税込み）※受講料・宿泊費・⾷費込み 
 

５教科

５教科

５教科

中1特進クラス

中2特進クラス

中3特進クラス

7/31と8/21の14:00〜21:50

7/31と8/21の14:00〜21:50

7/31と8/22の14:00〜21:50

¥22,000

¥22,000

¥22,000

7/17，18，24，26

8/12，13，14，15

8/27，28，29，30

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

第1期間

第2期間

第3期間



【⾼校１年⽣の夏期講習】対象：⾼校１年⽣ 
⾼１集団指導の夏期講習 
■⾼１集団指導のコンセプト 
⾼１⽣の集団指導では、予習範囲を中⼼に学習を進めます。藤島⾼校や⾼志⾼校は数学の進度が速く、徐々に
学習内容の難易度が⾼くなります。進度と難易度に対応するために夏期休業時の時間を活⽤して⾼校の予習を
⾏います。英語については⾼２までに⼊試基礎⼒を完成させるために、⼤学現役合格を⾒据えた学習を⾏いま
す。国語は現代⽂に特化して読解⼒養成の授業を⾏います。評論⽂と⼩説の読解法の総集編を⾏い、共通テス
トに備えます。 
□英語のコンセプト 
不定詞や分詞など準動詞の総復習と関係詞の学習を⾏います。読解や作⽂につながる重要単元を学習します。 
□数学のコンセプトの 
「図形の性質」と「データの分析」を⾏います。これらは共通テスト必出の単元で⾮常に重要な分野です。 
□国語のコンセプト 
評論⽂と⼩説の読解を⾏います。マーク式⼊試問題への対応についても詳しく解説、演習を⾏います。 
 
■「⾼１集団指導の夏期講習」の⽇程と費⽤ 

 
 

⾼１個別学習の夏期講習 
■個別学習のコンセプト 
１２０分４コマを１単位として授業を⾏います。復習単元の特訓で１単位、予習単元の学習で１単位受講する
のが良いでしょう。英語と数学を受講することができます。英語の読解⼒向上を⽬的に夏期講習を希望する場
合、前半４コマで「英⽂の構造」、「関係詞」、「前置詞・接続詞」を受講した後に、後半４コマで「精読」
のトレーニングをするのがおすすめです。数学を受講する場合は、単元を明確にして受講すると良いでしょ
う。例えば、「⼆次関数」の応⽤演習を希望する場合はこの分野で４コマ必要です。「場合の数・確率」を希
望する場合も同様に４コマ必要とします。担当講師によく相談した上で受講してください。 
 
■「⾼１個別学習の夏期講習」の⽇程と費⽤ 
以下の⽇程から選べます。120 分✖４回で１単位となります。英語・数学から選べます。 
 

 
120 分✖４回の１単位で受講料は 16,500 円（税込）です。１教科につき 1,650 円（税込）の教材費が必要です。 

学年 科目 費用 クラス 担当 時間

英 ¥16,500 - 砂村 20:00〜21:50 7/27 7/28 7/29 7/30

数 ¥16,500 - 河合 20:00〜21:50 7/17 7/18 7/24 7/26

国 ¥16,500 - 高波 18:00〜19:50 8/11 8/12 8/13 8/14

3講座セット受講 ¥44,000

高1

日程

※上記クラスを3つ選択して下さい

7/17，18，24，26

8/12，13，14，15

8/27，28，29，30

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

第1期間

第2期間

第3期間



【⾼校２年⽣の夏期講習】対象：⾼校２年⽣ 
⾼２集団指導の夏期講習 
■⾼２集団指導のコンセプト 
⾼２⽣の指導内容は、予習が中⼼となります。早期受験勉強開始のためには基礎を早めに固めることが必要です。⾼
校より早いペースで学習を進めていきます。数学は、⽂系と理系に分かれて⼊試準備を⾏います。英語はこれまで学
んだことを読解と英作⽂に活かせるよう、⼊試基礎演習を⾏います。単元別学習と⼊試の橋渡しとなる授業を⾏いま
す。国語は現代⽂に特化して読解⼒養成の授業を⾏います。評論⽂と⼩説の読解法の総集編を⾏い、共通テストに備
えます。⾼２国語は共通テストでの⾼得点を意識した学習を⾏います。 
□英語のコンセプト 
⼊試に出題される読解問題や英作⽂問題に対応するために必要な構⽂把握の授業を⾏います。これまでの学習を⼊試
に対応できる学⼒に⾼めるための講座です。 
□数学のコンセプト 
⽂系と理系に分かれて、⾼校の予習を⾏います。早期基礎⼒完成が現役合格の必須条件です。 
□国語のコンセプト 
共通テストに対応できる現代⽂の⼒を養います。共通テストの現代⽂は適切な学習を積めば確実な得点源にすること
が可能です。 
■「⾼２集団指導の夏期講習」の⽇程と費⽤ 

 

⾼２個別学習の夏期講習 
■個別学習のコンセプト 
個別学習のコンセプトは弱点補強です。英語と数学で必要な分野の学習を⾏いましょう。例えば、英語の読解⼒養成
を⾏う場合、合計８コマ（１コマ１２０分）の受講が必要です。前半４コマで「英⽂の構造」、「準動詞の総復
習」、「関係詞」の学習を⾏い、後半４コマで「精読」と「⻑⽂読解」を⾏います。数学は分野によって必要コマ数
が異なります。例えば、「三⾓関数」の学習であれば４コマを必要とします。「微分積分」も同様に４コマ必要で
す。担当講師によく相談をして受講してください。 
 
■「⾼２個別学習の夏期講習」の⽇程と費⽤ 
以下の⽇程から選べます。120 分✖４回で１単位となります。英語・数学から選べます。 

 

学年 科目 費用 '() 担当 時間

./01233 )45678 砂村 ;3<33〜;/<23 >?/> >?/@ >?;A >?;0

./01233 BCDEF 砂村 /@<33〜/G<23 >?;> >?;@ >?;G >?H3

./01233 文系 河合 /@<33〜/G<23 >?/> >?/@ >?;A >?;0

./01233 理系 伊藤 /0<33〜/><23 >?;0 >?;> >?;@ >?H3

国 ./01233 Q 高波 ;3<33〜;/<23 @?// @?/; @?/H @?/A

H講座VWX受講 .AA1333 Z上記'()]H^選択ab下de

日程

高;

英

数

7/17，18，24，26

8/12，13，14，15

8/27，28，29，30

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

①14:00～16:00②16:00～18:00③18:00～20:00④20:00～22:00

第1期間

第2期間

第3期間



120 分✖４回の１単位で受講料は 16,500 円（税込）です。１教科につき 1,650 円（税込）の教材費が必要です。 

【⾼校３年⽣の夏期講習】対象：⾼校３年⽣・⾼卒⽣ 
⾼３・⾼卒⽣集団指導の夏期講習 
■⾼３集団指導のコンセプト 
⾼３の夏期講習は、「⾚本（⼆次試験過去問集）」への橋渡しです。これまで学習してきたことを⼆次試験に活かす
ための⼆次基礎⼒完成を⽬的に授業を⾏います。重要項⽬の確認と⼆次対策に必要な学習法や考え⽅を習得します。 
□英語のコンセプト 
国公⽴⼆次試験・私⽴⼊試において英語が重要な配点を占める難関⼤学を受験する場合は池⽥先⽣の「難関国私⼤英
語」を受講してください。共通テストと国公⽴⼆次試験のどちらも重要な位置づけを占める受験をする⼈は、江坂先
⽣の「有名国私⼤英語」を受講してください。⾚本への橋渡しを⾏い、直前対策につなげます。 
□数学のコンセプト 
集団指導では「理系数学」の授業を⾏います。夏休みの⾚本演習と並⾏して受講をしてください。⽂系数学の弱点補
強は個別学習で⾏います。共通テスト対策は、「共通テスト数学演習」で⾏います。共通テスト数学演習は、講義が
ありません。あくまで共通テストの集中模試演習です。 
□国語のコンセプト 
共通テストと⼆次試験の現代⽂対策を⾏います。共通テストでの⾼得点と⼆次試験の論述対策が必要な⼈は必ず受講
してください。理系の⽣徒においても、現代⽂は対策が必須です。共通テスト現代⽂の⽬標は満点です。 
■「⾼３・⾼卒⽣集団指導の夏期講習」の⽇程と費⽤ 

 
 

⾼３・⾼卒⽣個別学習の夏期講習 
■個別学習のコンセプト 
個別学習のコンセプトは弱点補強です。英語と数学で必要な分野の学習を⾏いましょう。例えば、英語の読解⼒養成
を⾏う場合、合計８コマ（１コマ１２０分）の受講が必要です。前半４コマで精読演習を⾏い、後半４コマで「⻑⽂
読解」を⾏います。数学は分野によって必要コマ数が異なります。例えば、「三⾓関数」の学習であれば４コマを必
要とします。「微分積分」も同様に４コマ必要です。担当講師によく相談をして受講してください。 
 
■「⾼３・⾼卒⽣個別学習の夏期講習」の⽇程と費⽤ 
以下の⽇程から選べます。120 分✖４回で１単位となります。英語・数学から選べます。 

 
120 分✖４回の１単位で受講料は 16,500 円（税込）です。１教科につき 1,650 円（税込）の教材費が必要です。 

学年 科目 費用 '() 担当 時間
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受験⽣対象「共通テスト（数学）の演習イベント」 
⾼３⽣・既卒⽣対象に共通テスト数学の演習イベントを⾏います。こちらのイベントは、共通テスト数学の演習
特訓です。共通テストの本格的な対策を夏以降に⾏うときに、⾃分が得点できる部分と苦⼿な部分を把握してお
く必要があります。「共通テスト数学」を受講してきた⽣徒も、受講していない⽣徒も受講可能です。 
 
■「共通テスト（数学）の演習イベント 実施要項 
□⽇程 8/12・13・14 ３⽇間 14：00〜17：00 演習時間と採点・解きなおし時間含む 
□費⽤ 無料 
□会場 英⼼うえの塾⼆の宮本校２階 
 
 
 
 
 

「夏期講習」のお申込み⽅法 ２種類あります。 

➀別紙の申し込み⽤紙を教室までご提出ください。 

②コミルで申込⽤フォームを送りますので、必要事項を⼊⼒してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【校舎案内】                        本部校・⾃習室地図 
英⼼うえの塾（⼆の宮本校） 新規開校 CM 動画▶ 
"#$0776-30-0490 %&'(uejuku@indigo.plala.or.jp 
所在地：〒910-0015 福井県福井市⼆の宮４-６-10 英⼼うえの塾本部校ビル 

英⼼うえの塾別館⾃習室 
"#$0776-30-0490 %&'(uejuku@indigo.plala.or.jp 
所在地：〒910-0015 福井県福井市⼆の宮４丁⽬３０−７ ＭＲＴビル３階 

会員制⾃習室マイデスク福井    ⾃習室 HP→ 
"#$0776-97-9251 %&'(info@eishin-sha.jp 
所在地：〒910-0016 福井市⼤宮４丁⽬１４−１８ストリート⼤宮ビル２階 

英⼼うえの塾（ワッセ教室） 
"#$ 0776-33-5767 所在地：〒918-8047 福井県福井市久喜津町 55−15 ワッセ構内 
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