
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『集中・活気・真剣』 当塾が提供する充実の学習環境をぜひご活用ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19

休講 通常授業 春期講習調整休講　　※3/12(土)春期講習 申込期日

3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26

休講 春期講習 春期講習 春期講習 春期講習 春期講習 春期講習

◆◇◆学校が休みの間に『学習の蓄積』を果たす

のが特別講習の目的です。学力向上、新生活新

学年のためにぜひ受講してください。◆◇◆

3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2

休講 春期講習 春期講習 春期講習 春期講習 春期講習 春期講習

4/3 4/4 4/5

休講 春期講習 春期講習

4/6 4/7

春期講習 春期講習

個 講座名 内容 対象 NO.

1：2個別指導(対面) まずは勉強時間の確保が大事です。そして予習をします。 小1～中2 ¥3,550 /90分1コマ ①

1：2個別指導(対面)午前 部活や習い事のない午前を見直し、朝を有効活用しましょう。 小1～中2 ¥3,750 /90分1コマ ②

1：2個別指導(対面) 例年、英数は1学期内容を終わらせます。次学年準備にぜひ。 中3～高2 ¥3,825 /90分1コマ ③

1：2個別指導(対面)午前 上位校を志望する場合、中3内容は夏までに終わらせます。 中3～高2 ¥4,025 /90分1コマ ④

1：2個別指導(対面)16時以降 あらゆる入試形態に挑める状態を目指して。高3ゼロ学期末。 高3 ¥4,650 /90分1コマ ⑤

1：2個別指導(オンライン) 遠方の方で来塾が困難な場合はぜひご検討ください。 小1～中2 ¥3,750 /90分1コマ ⑥

1：2個別指導(オンライン) 学校が休みのときこそ継続した勉強習慣の確保を。 中3～高2 ¥3,950 /90分1コマ ⑦

1：1個人指導(対面) 弱点をひねりつぶす解説オンリーの60分一本勝負です。 小1～中2 ¥3,300 /60分1コマ ⑧

1：1個人指導(対面) 前後に自習と組み合わせることで効果が期待できます。 中3～高2 ¥3,725 /60分1コマ ⑨

通常授業を午前中に移動する 「何時に起きた？」「…10時です」、休日の習慣になってしまう前に。 小学生 ＋200円 /1回 ⑩
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※『午前(10：00～13：00)』・『16時以降』と表記されている講座以外は13：00～22：00が実施時間です。

受講料(税込)

高 校生の春期講習中 学生の春期講習小学生の春期講習

 

学校の授業をきちんと受けるためには『個の力』をつけなければ！ 『あなた』に対応！ 小中高ワンストップ塾 

だけ 

小 1～高 3 対象 午前 10 時～午後 10 時 短期全力集中！ 受験生のその後… 

3 月 19 日(土) ～ 4 月 7 日(木) ＠育星舎伏見学舎 

目的別 進学準備 
 
●クールダウンを間違えると… 

受験期で作り上げた勉強習慣は、

急造であればあるほどその崩壊も早

いです。2月～3月の姿は、すなわ

ち進学後の姿。無に帰するな！ 
 
●現中 3 は高校＆実力テスト準備！ 

入学前後のクラス判定 or実力判

定から中間考査内容まで！ 

●通常授業の時間帯を午前

中に変更可能です。●生活

習慣を守るためにも、来たる

新学期に向けて春休みの朝

を有効に活用しましょう。 

●通常授業と上手に組み合

わせて受講してください。●学

校に行く時間と同等の学習

時間を確保して、得意を伸ば

して、苦手を鍛えましょう！ 

●英数は 1学期期末までの

内容を目指します。理社は前

学年の総整理。最大の目標

は 1学期中間で自己新を叩

き出すことです。その準備！ 

●受験生予備軍はこの機会

に学習時間の『量的克服』を

目指しませんか。●個別指導

の弱点である学習時間の不

足を乗り越えていきましょう。 

●さる 1/15(土)16(日)に

行われた第 2 回大学入学

共通テスト、受験機会を考え

るとほぼ全員受験と考えること

が現実的です。チャレンジ！ 

●数学はある程度時間をか

けた取り組みをしていますが、

英語は…何となく…。●定期

テストは乗り越えられても受験

には通用しないのでは？ 

申込期日は 3/12(土)です！ 

共通テストを解こう！



春 期 講 習

お 申 込 み

春 期 講 習

お 申 込 み

伏見ゼミナールでは学習相談や進路相談を常時承っております。お気軽にお問い合わせください。また、本

案内につきましてご不明な点などがございましたら室長池田 (ikeda@ikuseisha.co.jp)までお申し付けく

ださい。【伏見】TEL075-621-4466 FAX075-621-4465 【本部】TEL075-463-4050(代表 ) 

 

以上の通り、春期講習の申込みをします。 月　　　　　　　日

名前 電話番号

保護者氏名
メール

アドレス

池田とメールにて通信されている方はご記入結構です。

 

 

 

 

 

 

＊別表をご参照の上、例を参考に該当欄にご記入ください。1 日に複数受講希望の方は受講希望講座名を省略、または備考欄にその旨ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お申し込み方法 

上記の内容をお読みいただき、必要事項等をご記入ください。 

直接ご持参していただくか(お子様にお渡しください)、ＦＡＸ【075-621-4465】にてお申し込みください。 

■ お支払い方法 

2022 年度 4 月度の月謝請求に合算して請求させていただきます。その他をご希望される場合はその旨お申し出ください。 

外部生の皆さまは、受講の形式をご相談のうえ、講習受講前に所定の金融機関にお振込みいただきます。 

■ お申し込み締め切り 

まことに恐れ入りますが、3 月 12 日 (土 )までとさせていただきます。講師と座席に限りがございます。お早めにお申し込みいただけると幸いです。 

受理後、時間割調整を行ったうえで決定の一報を折り返しお伝えいたします。なお、直前の調整休講にご注意ください。 
 
 

 

 

 

 

伏見ゼミナール・はじめの一歩 

期講習 春 
日付 授業番号 希望時間 授業番号 希望時間 授業番号 希望時間 授業番号 希望時間 有無 実施時間 有無 予定時間

例 ○ 10：00　～　11：30 ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ○ 19：00　～　20：30 ○ 11：30　～　15：00

3/19(金) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/20(日)

3/21(月) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/22(火) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/23(水) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/24(木) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/25(金) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/26(土) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/27(日)

3/28(月) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/29(火) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/30(水) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

3/31(木) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

4/1(金) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　：

4/2(土) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

4/3(日)

4/4(月) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

4/5(火) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

4/6(水) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

4/7(木) ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　： ：　　　～　　　： ：　　　～　　　：

授業実施時間帯(時間割)　※ご希望の時間で実施できない場合があります。調整が必要な場合は『時間帯』より案内いたします。 備考欄 ※あくまで予定で結構です

【午前】10：00～13：00 【昼】13：00～16：00 【夕】16：00～19：00 【夜】19：00～22：00 通常授業 自習希望

調整休講(完全閉室)

調整休講(完全閉室)

調整休講(完全閉室)

4


