桂カレッジ 夏期講習のご案内
小学生・中学生の皆さんへ ７月直前版

講習期間 ７/２０(月)～８/２９(土)

あなたは解けますか？今年実施された入試にはこんな問題が・・・
令和２年度 京都府公立高等学校入学者選抜 中期選抜より

中学２年生なら解ける問題です。ぜひ挑戦してみよう！
【解説】左の問題で取り上げられている実験は、教科書でも紹介されている基本的なものです。問われている内容も基本的なもので、
得点しやすい問題といえます。注意すべき点は、（１）の問題で、考えるポイントが「ＸかＹか」「試験管ＡかＣか」「沸点か融点か」「高い
か低いか」の４つあるのに対して、全問正解して２点しかなく、１つでもミスすれば得点できないことです。もちろんちゃんと理解できてい
る生徒は迷わず解答できますが、理科が苦手な生徒にとっては大変ですね。
（２）は変則的な問題で、「この装置で本当に蒸留できるのか？」という疑問が残りますが・・・消去法で選ぶ方が良いでしょう。
【解答】 （1）じょうりゅう i 群：イ ii 群：キ （2）ウ

中学３年生 受験対策がスタート 理科・社会の総復習を
理科・社会が得意で、定期テストで毎回９０点以上得点しているならともかく、あまり得意ではなく平均点前後の生徒は要
注意。なぜならそのような生徒は１～２年生で習った内容をもうほとんど覚えていないからです。９～１１月は中学校の定期テ
ストもあり、その対策にも時間を割かなければいけないことから、総復習する時は夏休みぐらいしかありません。

中学１～２年生 予測できないこの１年を乗り越えていく力を
休校により年間のカリキュラムが一新され、テスト範囲や実施時期が昨年度とは全くちがう事態となってしまいました。つまり
この１年は今まで誰も経験したことのない未知の世界。そのような中で着実に内申点を取っていくには、先取り学習が欠か
せません。秋以降に万が一コロナウィルス感染第２波がやってきたとしても、先取りを続けていれば全くダメージなく学習を
続けることができます。学校のペースに振り回されるのではなく、自分の中で確実なペースを維持していきましょう。

私立校生徒 学校課題サポート指導と休み明けテスト対策
夏休みに出された課題をどう消化していくかは毎年多くの生徒が悩むところ。よほど意志の強い生徒でなければ、８月の後半
に慌ててすることになります。また、夏休みの課題は「解答冊子を配布し自分で丸つけをする」という方式が多く、これが大き
な落とし穴となる可能性も。わからない問題があった場合、解答を見て写してわかった気になる生徒が多いからです。「宿題
を早く終わらせなくては」という焦りが、「ちゃんと理解しなくては」という気持ちを上回ってはいませんか？

今年の夏休みの１ヶ月間を

５

無駄にしないポイント
１

休みの短さを逆手にとる
今年の夏休みは短い。1 ヶ月ならダレているひまはない！
短さを逆手にとって短期集中の作戦でいこう。

２

苦手対策には絶好の機会
現学年の内容をあまり習っていない今は狙い目。
中２は中１の、高２は高１の苦手部分を復習すべき！

３

すでに３ヶ月も休んでいる！
今年はすでに３～５月の３ヶ月間を自宅で過ごしている。
これ以上まったり休むとだらけグセが定着してしまう！

４

自宅での自分を思い出そう
３ヶ月の休校期間の自分を思い出しましょう。
自宅で勉強できないなら場所を変えるしかない！

５

コロナ休校は冬にもある？
もし冬にコロナ休校があれば、受験生は致命的。
先のことも考え、やれる今にたっぷり対策をしておくべき。

これまでの桂カレッジ夏期講習指導のようす

遠方通塾割引 この夏期講習を遠くから通う生徒を応援します

※JR 沿線やバス路線などは個別にご相談ください。※条件を満たしていれば、車での送迎時にも割引が適用されます。

新規入会者応援 好評の夏期特別特典キャンペーンを今年も実施します

※夏期講習のみ受講の場合、入会金は必要ありません。

お申し込みにつきましては、７月度請求に同封の別紙案内、参加申込書をご覧ください。

つ

夏期講習期間の通塾について
夏期講習期間中は、通常指導（これまで来塾していた指導）もいつも通り実施します。「夏期講習期間 学習方針・通塾日
希望調査シート」に記載の自分のコマ数分をカレンダー赤枠内の希望日時に記入してください。
夏期講習期間は、教室収容人数や講師数の調整のため、コマ割りの時間割となっています。
そのため、通常指導は以下のようなコマ数に変換していただくひつようがあります。
１：２指導（講師１名に対し生徒２名）

通常指導１回９０分の指導は、夏期講習では２コマ（５０分✕２＝１００分）に換算

１：４指導（講師１名に対し生徒４名）

通常指導１回１２０分の指導は、夏期講習では２コマ（６０分✕２＝１２０分）に換算

通常指導とは別に、追加で夏期講習を申し込みされる場合は、コースごとに設定された夏期講習代金が加算されます。その
場合は、通常講習の希望日時とは別に、コースごとの回数分を「夏期講習期間 学習方針・通塾日 希望調査シート」のカレ
ンダー赤枠内の希望日時に記入してください。
原則として、提出していただきました希望日時で指導を提供できるよう調整いたしますが、希望者が集中した場合は別の日
時をご提案させていただく場合があります。

夏期講習期間の受講料
夏期講習の受講料は以下の通りとなります。
対面指導 １コマあたり（税込み）

小学生

中学１・２年生

中学３年生

高校１・２年生

高校３年生

１：２指導（講師１名に生徒２名）

2,200

２，３００

２，４００

２，３００

２，６００

１：４指導（講師１名に生徒４名）

１，４８０

１，５８０

１，６８０

１，５８０

１，８８０

※遠方通塾割引・・・阪急沿線で東向日・西院・松尾大社駅より遠方から通塾の場合、夏期講習１日来塾につき２００円引き
させていただきます。

夏期講習期間のコース
学校がない夏休みの間に確実に学力を定着させるため、夏期講習期間はコースを設定いたしました。これは、保護者・生徒
の皆さまから「講習はどれだけ受講するのが一般的なのですか？」というご質問にお答えするための一例です。
小学生対象
コース名

内容

コマ数

1：2 指導

1：4 指導

小学生 学習時間確保

苦手科目に絞って、学習時間を確保します。

5 コマ

１１，０００

７，４００

４コマ

８，８００

５，９２０

６コマ

１３，２００

８，８００

８コマ

１７，６００

１１，８４０

12 コマ

２６，４００

１７，７６０

１６コマ

３５，２００

２３，６８０

10 コマ

２２，０００

１４，８００

15 コマ

３３，０００

２２，２００

20 コマ

４４，０００

２９，６００

小学生 ベーシック 算国
小学生 アドバンス 算国
小学生 受験準備 算国
小学生 受験準備 ３科
小学生 受験準備 全教科
小学生 受験対策 算国
小学生 受験対策 ３科
小学生 受験対策 全教科

算数２コマ、国語２コマ
復習中心で着実な理解を目指します。
算数３コマ、国語３コマ
応用問題中心で学力の底上げを目指します。
算数４コマ、国語４コマ
小学４・５年生対象の中学入試対策です。
算数４コマ、国語４コマ、理/社 4 コマ
小学４・５年生対象の中学入試対策です。
算数、国語、理科、社会各４コマ
小学４・５年生対象の中学入試対策です。
算数５コマ、国語５コマ
小学６年生対象の実戦的中学入試対策です。
算数５コマ、国語５コマ、理/社５コマ
小学６年生対象の実戦的中学入試対策です。
算数、国語、理科、社会各５コマ
小学６年生対象の実戦的中学入試対策です。

※非受験の小学生は、通常指導で９月以降の先取り指導をおこないます。夏期講習で「ベーシック」「アドバンス」を選択して
いただくことで、現状に足りない練習を補完します。
※中学受験を予定者は、通常指導と夏期講習を合せたコマ数で入試対策をおこないます。
裏面に続きます

中学１・２年生対象
コース名
中学１・２年 ベーシック２科
中学１・２年 アドバンス２科
中学１・２年 ベーシック３科
中学１・２年 アドバンス３科
中学１・２年 ベーシック４科
中学１・２年 アドバンス４科

内容
５教科のうち、２科を各３コマ
これまでの復習を中心におこないます。
５教科のうち、２科を各４コマ
受験に向けて応用問題を中心におこないます。
５教科のうち、３科を各３コマ
これまでの復習を中心におこないます。
５教科のうち、３科を各４コマ
受験に向けて応用問題を中心におこないます。
５教科のうち、４科を各３コマ
これまでの復習を中心におこないます。
５教科のうち、４科を各４コマ
受験に向けて応用問題を中心におこないます。

コマ数

1：2 指導

1：4 指導

6 コマ

13,800

9,480

8 コマ

18,400

12,640

9 コマ

20,700

14,220

12 コマ

27,600

18,960

12 コマ

27,600

18,960

16 コマ

36,800

25,280

コマ数

1：2 指導

1：4 指導

6 コマ

14,400

10,080

8 コマ

19,200

13,440

9 コマ

21,600

15,120

12 コマ

28,800

20,160

12 コマ

28,800

20,160

16 コマ

38,400

26,880

※中学１・２年生は、通常指導では各教科の９月以降の先取り指導をおこないます。
中学３年生（中高一貫校）対象
コース名
中学３年 ベーシック２科
中学３年 アドバンス２科
中学３年 ベーシック３科
中学３年 アドバンス３科
中学３年 ベーシック４科
中学３年 アドバンス４科

内容
５教科のうち、２科を各３コマ
これまでの復習を中心におこないます。
５教科のうち、２科を各４コマ
発展・応用問題を中心におこないます。
５教科のうち、３科を各３コマ
これまでの復習を中心におこないます。
５教科のうち、３科を各４コマ
発展・応用問題を中心におこないます。
５教科のうち、４科を各３コマ
これまでの復習を中心におこないます。
５教科のうち、４科を各４コマ
発展・応用問題を中心におこないます。

※中学３年生（中高一貫校）は、通常講習では課題サポートや休み明けテスト対策をおこないます。
中学３年生（受験生）対象 入試対策
コース名

内容

コマ数

1：2 指導

1：4 指導

中学３年 １教科

苦手科目に絞って８コマ

8 コマ

19,200

13,440

16 コマ

38,400

26,880

18 コマ

43,200

30,240

1９コマ

45,600

31,920

2４コマ

57,600

40,320

30 コマ

72,000

50,400

中学３年 英数または理社
中学３年 英数国
中学３年 ベーシック全教科
中学３年 スタンダード全教科
中学３年 アドバンス全教科

英語８コマ、数学８コマ、または
理科８コマ、社会８コマ
英語６コマ、数学６コマ、国語 6 コマ
英語４コマ、数学４コマ、国語３コマ
理科４コマ、社会４コマ
英語５コマ、数学５コマ、国語４コマ
理科５コマ、社会５コマ
英語８コマ、数学８コマ、国語６コマ
理科８コマ、社会８コマ

※中学３年生（受験生）は、通常指導では各教科の９月以降の先取り指導をおこないます。夏期講習でのみ入試対策をおこ
ないますので、中学３年生（受験生）は必ず夏期講習を受講してください。
※「ベーシック」はスポーツ推薦などで高校進学予定の受験生、「スタンダード」は中堅公立・私立高校受験生、「アドバンス」
は、上位公立・私立高校受験者や、現在の学力と志望校のレベル（偏差値）に大きな開きがある受験生が対象です。

