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夏 期 講習

【中学生用】

申込締切7/5（火）

“夢をかなえる夏”

～夏の努力はウソを
つかない～



夢をかなえる夏にしよう！
～夏の努力はウソをつかない

【夢をかなえる夏にしよう！】

あなたの夢はなんですか？

「わかると楽しい。勉強はおもしろい！」
と実感し、夢を掴むイメージができる夏期講習にしましょう！

夏休みという限られた時間を意味あるものにするためには、

「どこに時間を費やすか」です。

あなた次第で2学期以降の結果が変わります。
サクセスの夏休みは、新しい知識・教養を
得られる大きなチャンス！日々先生達が様々
な分野で学んでいることを惜しみなく伝授し、
自信を持って取り組むためのサポートをします！

夏期講習期間

7/25～8/26

サクセスの夏期講習 『5つの特長』

『勉強の質×勉強の量×やる気』に全力！！
➀集中空間＝一人で勉強するよりも、あっという間に時間が過ぎます。
これまでの単元の復習と予習、演習で徹底的にトレーニングし直します。

➁一人ひとりが違うカリキュラム＝授業形式で、つまずくポイントをクリア
にし、
確実に自分の力にしていきます。

➂「志タイム」でやるべき目標決定！＝最短距離で目標を達成します。
ゴールをイメージすれば行動しやすくなり、やる気もアップ！

➃仲間のいる環境＝一人じゃできない長時間の勉強も、仲間がいるから
こそ楽々こなせます。
授業と休み時間のメリハリもしっかり。緩急のバランスが集中のカギ！

➄考え方や学び方を学ぶ＝勉強のできる人の考え方を身に付けると、
理解度が加速します。

“ムダな努力はしない”



勉強のやり方セミナー～夏期講習編～

“自分なりの勉強方法”
確立できていますか？

今までの中学生生活で、「勉強方法」について意識したことはあります
か？

何となく定期テスト前に勉強して、何となく結果が返ってきて、、の繰り
返しになっていませんか？それなのに、「なかなか順位が上がらない…」、
「これ以上勉強しても意味ないのでは…」と思っていますよね。今よりも

良い順位、成績を取るためには「勉強のやり方」をアップデートさせない
といけません。高校入試改革もあり、今までの勉強をしていては結果を得
ることはできません。

まとまった勉強時間を確保できるのは長期休み、特に夏休みしかありませ
ん。

この夏休みを有意義に過ごすためにも、今一度自分自身の勉強法を見つめ
なおしてみませんか？

サクセス流

日程：7月25日(月)
※塾生はこの日は必ず参加してください。

時間：20:00～21:00

内容：2学期に良いスタートを
切るための夏休みの過ごし方について



【日程】 8/7(日)、8(月)

9:00～18:00

【場所】6日岡崎校 7日康生校

【内容】

・夢をかなえるための習慣の学習

【持ち物】
・筆記用具・昼食

・塾で使うテキスト・学校の宿題

【注意点】

2日間でカリキュラムを組んでおりますので両日ともに

ご参加をお願いします。

＼あなたはこの夏、生まれ変わる／

◆高校入試段階での真の実力を知りましょう！ 「愛知全県模試」

【期間】
8月22日～8月26日までの授業日 ※詳細は各ご家庭とご相談します。
【持ち物】
１学期の通知表、筆記用具、定規

県内での順位や学力＝高校入試レベルでの実力がわかります。学校のテストだけでは把
握しきれない真の実力を知ると、これからの勉強に役立ちますよ。志望校の合格率も判り
ますので、現時点での目安としてこれからの目標達成のモチベーションにもなります。

中１生は、内申点が出てから初めてのテストです。やって終わりではなく、その後の勉強
フォローや相談は、お任せください。

◆日本漢字能力検定

【日程】9/3（土）岡崎校13：00～
【持ち物】筆記用具

せっかくの夏休み、漢字検定に挑戦してみよう！漢字検定を機に
勉強すると、言葉や四字熟語を覚えたり、漢字表現を増やす大チャ
ンス！この夏休みに合格できたら、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

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

「夢をかなえる夏合宿！」
中学生のみなさん！勉強はなんでやらなきゃいけないの？に答えられますか？

勉強を頑張ったらこんないいことが！やる気を出すには？部活でのモチベーションの上げ
方？世の中がこんなに大きく変わっている！将来どうなる？！etc.

この合宿では、今知っておかないといけない事が目白押し！！自分と向き合
う大切なときです！

究極の夏通い合宿2022
塾生必修

中1生・中2生は希望制、中3生は必修です。



“夢をかなえる”サクセスの夏期講習

③ライト 最大6単元
＜内容＞
・ 1学期の復習
＜教科＞
・英語、数学のいずれか

サクセスの夏期講習で出来ること！

□1学期に分かった自分の苦手を無くしたい！
□中々普段手が付けられない理社をじっくり学習したい！
□学習の習慣付けをしたい！

□1学期の総復習をしたい！
□2学期で良いスタートを切りたい！

①トップグレード最大36単元
＜内容＞・1学期の復習＋2学期の予習
＜教科＞・英語、数学、理科、社会、国語

②スタンダード 最大10単元
＜内容＞
・1学期の復習
＜教科＞
・英語、数学



①漢検対策講座
「なかなか国語の定期テストで思うような点数を取れない。」と思ってい

る保護者さま、お子さま必見！

国語の定期テストで漢字の占める割合って大きいですよね？ほとんどの学校
で15～20点ほどの配点になっています。もちろん読解力、表現力を上げるこ

とも国語の成績を上げるためには不可欠ですが、どうしても時間がかかって
しまいますよね。手っ取り早く点数を上げるためには漢字で満点を取ること
が一番です。今までのお子さまを見ても、国語の成績の良い子は必ず漢字で
満点を取っています。どうしても後手後手になってしまう感じの勉強を夏休
みにしつつ、資格として漢字検定に挑戦してみませんか？

【日程】7/23(土)・8/20(土)＠岡崎校
【時間】14時から15時30分まで
【内容】「漢検 漢字学習ステップ」を推奨します。ご家庭でご用意ください。
【料金】5,500円(税込)

2022年夏期講習

特別講座

②英検対策講座
近年、多くの大学で英検を持っている受験生を優遇していることをご存知
ですか？英検次第で英語の試験を免除にしている大学もあり、徐々にその数
は増えております。まだまだ先が見えない教育改革の中で、確実に変わらな
いことは英語の必要性です。公立高校入試もマークシートになったこともあ
り、英検はとても良い練習の場になります。漢検同様に、通知表にも所持資
格として記載することもできますので、まとまった時間を取れる夏休みに集
中的に対策を進めましょう。

【日程】ご家庭での学習にご活用ください。
【内容】英検対策に完全準拠した映像授業

※9月末まで視聴可能です。
【料金】1,100円(税込) ※別途教材費として2,970円(税込)



【料金一覧】
◆夏期講習

申込締切日 7/5 (木)

コース 対象生徒 日程 費用（税込）

夏期合宿 中１～中３
塾生必修

8/7(月)康生校9：00～18：00
8/8(火)岡崎校9：00～18：00

2日間33,000円

漢字検定 小１～大人
希望者のみ

9/3（土）
岡崎校13：00～
約1時間

各級の検定価格に
準ずる（税込）

愛知全県模試 中1・中2希望制
中３生必修

8月22日～8月26日の間
詳細は別途相談

3,700円

◆夏期特別プログラム

9月分の引き落としに合算します。

コース 対象生徒 単元数 学年 費用（税込）

トップ
グレード

苦手単元復習＋
5教科予習
空き時間に

宿題、自習もOK

フリー

最大36単元

中１ 50,600円

中２ 57,200円

中３ 66,000円

スタンダード 苦手単元復習＋英数予習 10単元まで

中１ 40,700円

中２ 47,300円

中３ 57,200円

ライト 苦手単元復習のみ 6単元まで

中１ 27,500円

中２ 35,200円

中３ 44,000円

【申込の流れ】

STEP1

• 生徒面談

• 本人と先生で今までのテストや勉強方法について一度振り返り、夏期講習の目標を決める。

STEP2

• 保護者確認
• 生徒面談の内容をもとに、生徒と保護者で最適なプランを算定。

STEP3

• 申込

• 次ページの出席表を7/5（火）までにご提出ください。

STEP4

• 夏期講習を受講
• 夏休みを通して学び、様々なことに挑戦します。特に苦手な教科はまとまった時間が必要ですので、この
時間を有意義なものにしましょう。

STEP5

• 振り返り

• 夏期講習で学習したことをご報告いたします。

1単元＝3コマです。



◆中学生 2022年夏期講習出席表

【夏期講習コース選択欄】※塾生は必修です。
□トップグレード フリー(最大36単元) □スタンダード 10単元
□ライト 6単元

【夏期合宿】※塾生は必修です。
□参加します

【特別講習】
□漢検対策 級
□英検対策 級

〇愛知全県模試（中3必修）

受験する ・ 受験しない

塾チェック欄 電話番号（ ）生徒ID（ ）

学年 年 名前（ ）

以下の欄にすべてチェック、〇を書いてください。

・希望単元数分〇を書いてください。
1単元＝3コマです。
・部活などで日程のご都合が悪い場合は
ご相談ください。
・ご家庭にて日程をお控えください。

7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日

13:00~15:40 13:00~15:40

19:10~21:40 19:10~21:40

8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日

13:00~15:40 13:00~15:40

19:10~21:40 19:10~21:40

8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日

13:00~15:40 13:00~15:40

19:10~21:40 19:10~21:40

8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日

13:00~15:40 13:00~15:40

19:10~21:40 19:10~21:40

□以上の通り、夏期講習を申込します。 保護者署名 ㊞


