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夏 期 講習

【中学生用】

申込締切6/28（金）



中学生コース

決意する夏
～夏の努力はウソをつかない～

【中学部】夏期講習のテーマ

こんにちは。個別志導のサクセス 代表の近藤成人です。
いよいよ、「令和」で迎える初めての夏休みが近づいてまいりました。
暑い夏、部活が終わった後は家でダラダラとしがちです。
そんな生徒達に今回の夏期講習でお伝えするのは、

【夏で巻き返す方法】です！
夏休みは、とにかく時間があります。復習するなら今しかありません。だからこそ、夏に苦手を乗り越
え、自信をつけて、２学期に喜びや結果を掴みとって欲しいのです。

夏期講習では、１学期の範囲の復習はもちろんですが前学年の復習、2学期の予習をし、２学期の

テストでの過去最高得点を狙います。どうやったら成績が上がるのか、ポイントはどこか、お子様のレ
ベルに合わせわかり易く指導します。小さい成功体験を積み重ね、「自分には無理」という思考を「自
分ならできるかもしれない」と変化し、さらには「勉強は楽しい！自分はできる！」と確信できる夏期講
習になるはずです。

今までとは違う、

新しい自分へ変わることを決めてください。
その決意の固さが結果を導きます。是非、個別志導の
サクセスで挑戦してみてください。

学校の授業が進まない、この時期を有効活用！

いかにこの時間を意味あるものにするのか、どこに時間を費やすかあなた次第で将来掴みとる結果
が変わります。

サクセスの夏休みは、知っておくと将来の結果が何倍も変わる、今、中学生に身に付けて欲しい「特
別講習を」開催！塾長や先生方がセミナーや勉強会で学んでいる内容を特別にお伝えします！また
「夏期講習」では、これまでの復習を一気に進め、苦手分野の克服と、得意分野の強化を行い、自信
が持てるようにサポートします。

6/23日（日）
親の共育セミナー
「夏休み前に知らないと損する

子供の伸ばし方」
＆

夏期説明会
16：00～19：00 場所：岡崎校

セミナー参加者だけの
夏期スペシャル特典あり！

申込フォーム
必要事項を記入して
送信→→→→

https://forms.gle/fvDMnyN6wEY2ghbCA



中学生コース

メソッド②「自己管理力」がつくようになる。
計画→実行→確認→再実行という勉強のやり方を身に付けるだけで、ぐ～んと効率よく勉強できます。

メソッド①「やる気と自主性」を引き出すコーチングメソッド
先生の情熱志導と「志タイム」で「学ぶ理由」が見つかります。

メソッド③「やり抜く力」が身に付く
あなたと一緒に励まし合いながら楽しく学べる仲間と先生がたくさんいて安心です。共に分かち合い、
皆で頑張る環境の中で、先生の的確なアドバイスを受けながら進むことができます。

メソッド④「宿題お助けタイム」
学校の課題を全て解決できます。自習の時間を活用したり、わからない問題の質問も可能！

メソッド⑤「学び放題」で好きな時間に通え、振替も可能な個別時間割
部活動や家族の時間を大切にしてほしいという思いから、集団一斉指導のように時間を決めておりま
せん。急な予定でも振替授業が可能です。

メソッド⑥ 学校準拠テキストと特許教材「即アップミラクル」で偏差値アップ
各学校の進度を合わせた指導とテスト対策、苦手やつまずきの原因から一気にやり直す遡行（そこ
う）学習法で、定期テスト・岡学対策・入試対策にも強くなります。５教科の勉強はもちろん、一般的な
塾の1.5倍の勉強量が確保でき、確実に成績があがります。

サクセスの
妥協しない夏期講習２０１９

サクセスの夏期講習『7つの特徴』

『勉強の質×勉強の量×やる気』を最大限に伸ばす

サクセスだからできる『5つのメリット』

➀ 集中空間だからあっという間に時間が過ぎます。
今までの復習をこの期間に徹底的に学び直します。

➁ 一人ひとりが違うカリキュラムだから、無駄なく、短期間に成績を伸ばすことができます。
フォレスタと即アップミラクルでさらに効率アップ。

➂ 「志タイム」でやるべき事を決めるので、最短距離で目標を達成できます。
イメージをすることで行動しやすくなり、やる気もアップします。

➃ 友達がいるから、一人ではできない長時間の勉強も楽々こなせます。
授業と休み時間のメリハリをしっかりつけます。

➄ 考え方や学び方を学べるから、勉強のできる人の考え方を身に付けられ、成績UPが加速します。



中学生コース “やる気の塊”になる

夏のスペシャル通い合宿猛特訓

【日程】7/22（月）・24（水）・26（金）康生校

7/23（火）・25（木）岡崎校

全ての教科の基礎は、国語にあり。
文章には読み方があります！国語の読解力は小学生の段階である程度身につけ
ておきたい力ですが、中学生になると同時に問題文まで難しい言葉になります。問題
の意味すら理解できない子が増えてきています。国語のテストで90点以上取れない生
徒には、おススメです。他の強化の点数アップにもつながります。これからの学力アッ
プのカギは、国語力！かなり重要です。

【ラボ内容】

7/22（月）・23(火)

「教えたいけどなかなか教えられないお金の仕組み」

講師：ファイナンシャルプランナー 彦坂氏

7/24(水)・25(木）・26（金)

「どうやったら今の習慣から抜け出せる？セルフマネジメント」

講師：サクセス講師 富永亜美

英検申込受付期間 8/1～9/6 ～お申込みは各教室まで～
・検定日：10月5日㈯ ・場所：個別志導のサクセス岡崎校

◇「検定強化通い合宿」

英検も漢検もチャレンジするなら今のうち！特に、中３夏以降は、
入試に力を入れたいので、検定に時間を取ることができません。
中1・中２のうちに検定試験を頑張っておくと、中３の時に受験勉強
に力を入れられます。

タイムスケジュール（予定）

◇「必勝マインド・国語力強化通い合宿」
少数精鋭・究極の夏通い合宿「必勝マインド・国語力強化合宿」を開催します。意識が変われば、行動も変わりま

す。行動が変われば得られる成果も大きく変わっていきます。この夏、お子様が本物の勉強法を取得できるかどう

かは、お子様の意識の変容にかかっているといっても過言ではありません。自ら目標を設定し、自ら行動を選択し、

自ら実行する“主体性”は、お子様自身の中に「勉強する理由」が見つかることによって養われるのです。この合宿で

は、自分が何のために学ぶのか、何を達成したいのか、徹底的に自分自身と向き合ってもらいます。最先端の教育

コーチングを駆使した「志タイム」、行動を習慣にするための「セルフマネジメント」、将来を考え、生き方を身に付け

る「お金の学び」を通じて、社会に出てからも役立つ目標の立て方、目標達成のスキル等も徹底志導します。

また、教科の中で一番大事な国語。その力をつけることで、全ての教科の土台となります。「情報処理能力」 「多

角的な視野」 「柔軟な発想」 「想像力」 「共感応力」 「表現力」 を身に付けるための国語力強化特訓を特別教

材・速読を駆使して行います。

サクセスオリジナルTシャツ
参加者全員にプレゼント！

【日程】8/17（土）・18（日）北岡崎校

タイムスケジュール（予定）

9:00～ 9:50 速 読

9:55～10:45 国 語

10:50～11:40 国 語

11:40～12:25 ランチ

12:25～13:35 速読

13:40～14:30 国 語

14:35～15:25 国 語

15:30～16:20 ラボ

16:25～17:15 ラボ

9:00～ 9:50 速読

9:55～10:45 漢字

10:50～11:40 漢字

11:40～12:25 ランチ

12:25～13:35 英語

13:40～14:30 英語

14:35～15:25 英語

【定員】20名
※一人ひとりに向き合い志導を行えるように

定員を20名までとさせていただきます。

英語検定・漢字検定にむけ、検定合格を目指したプログラム。速読+漢字と英語で語彙を増やし、言葉
を素早く記憶する能力を身に付けていきます。語彙が広がることで読解力もつき、国語や英語の定期テ
ストの点数アッ プにも繋がります。文系が弱い方に特にお勧め！



中学生コース

◆真の実力を知る 「愛知全県模試」

【日程】
8/25（日）岡崎校 13：00～17：00
8/26（月）康生校 9：00～16：00

【持ち物】
１学期の通知表、筆記用具、定規、前より点数を点を取るぞ！という強い気持ち

◆日本漢字能力検定

【日程】8/21（水）岡崎校 11:00～
【持ち物】筆記用具、合格したいという強い気持ち

夏休み、検定合格に向かって頑張ってみない？漢字検定は、勉
強すると、熟語や四字熟語を覚えることができ、知っている語彙を
増やす大チャンス！夏休み中に頑張って合格できたら、バンバンザ
イ！もちろん、ご家族での挑戦もOK！君は、何級に挑戦する？

受検級 検定料

1級 5,000円

準1級 4,500円

2級 3,500円

準2～4級 各2,500円

5～7級 各2,000円

8～10級 各1,500円

◆自習室開設
【日程】7/22（月）～8/24（土） 教室掲示にて日程確認をしてください。
岡崎校：開講日の10：00～授業前まで開設
康生校・北岡崎校教室掲示にて確認

※夏期講習トップグレードを申込の方は無料！

県内での順位や学力がわかります。中学校１年生は、内申点が出てから初めてのテストです。
学校のテストだけでは把握しきれない真の実力を知り、これからの勉強に役立てましょう。高校の
合格率もでますので、今の目安を知っておくと、これからの勉強のモチベーションにもなります。
やって終わりではなく、その後の勉強フォローや相談お任せください。



中学生コース

【料金一覧】

◆夏期講習 ※次ページの日程表をご記入の上申し込みをしてください。

申込締切日 6/28（金）

コース 対象生徒 時間数 学年 費用（税別）

トップグレード トップ校を目指し、偏差値５
ＵＰを目指す生徒、２学期
中間テストで満点を目指す
生徒向け。
特典：オール自習フリー

51コマ 中１ 59,000円

60コマ 中２ 72,000円

69コマ 中３ 87,000円

スタンダード 苦手強化を克服して、２学
期のテストで過去最高得点
を目指す生徒向け。

45コマ 中１ 52,000円

51コマ 中２ 62,000円

60コマ 中３ 75,000円

ライト 家庭学習の習慣がついて
いて、部活動と両立を図り
たい生徒向け。

36コマ 中１ 43,000円

39コマ 中２ 50,000円

51コマ 中３ 66,000円

コース 対象生徒 日程 学年 費用（税別）

必勝マインド
国語力強化通い合宿

前学年までの復習をしておきた
い生徒向けのサクセス特別プロ
グラム

7/23(火)・7/25(木)岡崎校
7/22(月)・7/24(水)7/26（金）康生校
9：00～17：15
※ランチ付き

中1～中3 ２日間50,000円
３日間60,000円
４日間70,000円
５日間80,000円

検定強化通い合宿 語彙力アップ（漢字検定も対応）
英語力アップ（英検対策も対応）

8/17（土）・18（日）の2日間
北岡崎校
9：00～15：25

中1～高3 ２日間20,000円

英検対策 10月の英語検定に向けて
集中特訓

8/17（土）・18（日）の2日間
北岡崎校
12：25～15：25

中1～高3 12,000円

漢検対策 8月22日の漢字検定に向けて
最後の追い込み

8/17（土）・18（日）の2日間
北岡崎校
9：00～11：40

中１～高３ 12,000円

漢字検定 小１～大人 8/21（水）
岡崎校
11：00～

小1～大人 各級の検定価格
に準ずる（税込）

愛知全県模試 サクセス塾生は、日頃の成果を
確認するため必修

8/25（日）岡崎校 13時～17時
8/26（月）康生校 9時～13時頃

中１～中３ 3,600円

オール自習フリー 家庭で学習習慣がついていない
生徒

岡崎校：平日10時～授業前まで

康生校・北岡崎校：教室に空き時
間を掲示します。

中学生
高校生

10,000円
※夏期講習トップグ
レード申込の場合、
自習無料

◆夏期特別プログラム

8月授業料込み



◆中学生 夏期講習日程
★

電話番号 学年 氏名（ ）

キリトリ線 ✄

★

□必勝マインド・国語力強化合宿 7/22 ・ 23 ・ 24 ・ 25 ・ 26
□ 検定強化合宿8/17 . 18 □英検対策 □漢字検定対策
□漢字検定 級 □オール自習フリー
□愛知全県模試 岡崎校8/25 ・ 康生校8/26

※白い部分が開講日です。希望のコマ数〇をつけ、ご提出ください。イベントの申し込みは、下記の□にチェックをお願いいたします。

合計 コマ

※白い部分が開講日です。希望のコマ数〇をつけ、ご提出ください。
※どの校舎でも受講可 合計 コマ

夏期講習コース
□トップグレード
□スタンダード
□ライト

サクセス中学部
7月 8月

22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 日 月 火 水 木 金 土 土 日 月 火 水 木 金 土

岡崎校

9：00～9：50

通い合
宿17：
15まで

通い合
宿17：
15まで

9：55～10：45

10：50～11：40

11：45～12：35

19：10～20：00

20：00～20：50

20：50～21：40

康生校

9：00～9：50

通い合
宿17：
15まで

通い合
宿17：
15まで

通い合
宿17：
15まで

9：55～10：45

10：50～11：40

11：45～12：35

19：10～20：00

20：00～20：50

20：50～21：40

北岡崎校

19：10～20：00
検定

通い合宿20：00～20：50

20：50～21：40

サクセス中学部
7月 8月

22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 日 月 火 水 木 金 土 土 日 月 火 水 木 金 土

岡崎校

9：00～9：50

通い合
宿17：
15まで

通い合
宿17：
15まで

9：55～10：45

10：50～11：40

11：45～12：35

19：10～20：00

20：00～20：50

20：50～21：40

康生校

9：00～9：50

通い合
宿17：
15まで

通い合
宿17：
15まで

通い合
宿17：
15まで

9：55～10：45

10：50～11：40

11：45～12：35

19：10～20：00

20：00～20：50

20：50～21：40

北岡崎校

19：10～20：00
検定

通い合宿20：00～20：50

20：50～21：40



月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２
◆中学生特別講習

9：00～（康生校）

２３
◆中学生特別講習

9：00～（岡崎校）

２４
◆中学生特別講習

9：00～（康生校）

２５
◆中学生特別講習

9：00～（岡崎校）

２６
◆中学生特別講習

9：00～（康生校）

２７ ２８

月 火 水 木 金 土 日
２９ ３０ ３１ 8/１ ２ ３

※岡崎花火大会
のためお休み
授業は4日に振替

４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７
◆検定強化
通い合宿（北岡崎）

１８
◆検定強化
通い合宿（北岡崎）

１９ ２０ ２１
漢字検定
（岡崎）11：00～

２２ ２３ ２４ ２５
◇愛知全県模試
（岡崎）13：00～

２６
◇愛知全県模試
（康生）9：00～

２７ ２８
公立小中学校
始業式

２９ ３０ ３１ ９/１

◇全体 ◆サクセス小・中・高 ★そろばん ☆英語 ▼ジーニアス受験科 ▲習字 ○WiLLキッズ ●ロボット ◎ANNIEインター

2019年 7月

グループカレンダー

2019年 8月

7/22（月）～夏期講習期間スタート

白塗りの部分は、通常授業はお休み
となります。
黒色の部分は通常授業があります。

（通常授業+夏期講習期間）

お 盆 休 み

☆サクセス新学期スタート9/2～

夏期特別講習期間 ※通常授業はお休み、特別講座のみとなります

夏期特別講習期間


