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保護者の皆様へ 
今年も暑い夏がやってきそうですが、夏休みに向けての学習準備は万全でしょうか。小６生や中３生、いわゆる受験生にとって、この夏は受験の天王山 

と言われ、秋までに学力を向上・定着させられるか否かか、受験の命運を分けるとされています。最近の子どもたちは以前に比べ、勉強意欲や進学意識も 

低くなってきているように思えます。だからこそ、夏期講習会で一生懸命勉強し成果を上げた生徒は、志望校合格を容易に果たしているのです。まさに 

“夏を制する者は受験を制す”です。そもそも受験とは、自分の力だけで自分の進むべき道に挑戦していくものですから、どんな結果になったとしても満 

足のいくものなのですが、そうは言っても、やはり志望校に合格できなければ意味がありません。加藤学習塾ができることは、生徒のみなさんの学習意欲 

を高めさせる事、志望校に合格できる学力を持たせることです。また、受験生以外の生徒には、長い夏休みは学習習慣を乱してしまいがちになります。し 

かし、どの学年も２学期から非常に大事な内容を扱ったり、レベルが難化したりします。夏休み中の学習習慣の確立と、既習事項の総復習が、今後の成績 

アップにつながるのです。 

我々には、２７年間の経験と実績があります。これを基に今年も熱い夏期講習を実施して参ります。                       塾長  加藤 杉文                                           

 

 

加藤学習塾 本部事務局まで 

 

 

 

７月２１日(月)～８月３０日(土) 
 

７月２１日(月)～８月３０日(土) 
 

思考の土台となる、既習事項の徹底的な復習。 

 

学校開始前の１０日間で、９月は最高のスタート。 

◎お問い合わせは 

０８６-９５５-９８７０ 
 

（受付時間 8:00～22:00） 
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詳し 

くは 

全国模試で 

第一志望校の判定がＤからＢへ！ 

今回の全国模試は、前回よりもだいぶ良い出

来でした。前はＤだった第一志望校が、Ｂに

まで上がりました。しかし、まだＡ判定には

なってないので、もっと勉強しなければいけ

ないと感じました。このテストを通して、自

分が今一番しなければいけない事が、よく分

かりました。次はもっと良い結果を出せるよ

うに頑張りたいです。 

＜福浜教室：中３生＞                        

 

《福浜教室》　岡山市南区松浜町1-3　
《和気教室》　和気郡和気町福富621-2《灘崎教室》　岡山市南区西高崎92

《山陽教室》　赤磐市桜が丘西7-1-7
《藤田教室》　岡山市南区藤田564-157
《竜操教室》　岡山市中区高屋339-2

学　年 指　導　教　科 通塾日数 １ヵ月の授業料（税込）

基礎コース 1～4年 国語・算数 1 5,000円 (5,400円)
5　年 国・算・理・英 2 10,000円(10,800円)
6　年 国・算・理・英 2 10,000円(10,800円)
5　年 算・理（１日コース） 1 6,000円 (6,480円)
6　年 算・理（１日コース） 1 6,000円 (6,480円)
5　年 国・算・理・社 3 15,945円(17,220円)
6　年 国・算・理・社 3,4 22,167円(23,940円)
5　年 国語・算数 2 10,000円(10,800円)
6　年 国語・算数 2 10,000円(10,800円)
1　年 国・数・英・理・社 2 13,889円(15,000円)
2　年 国・数・英・理・社 2 14,815円(16,000円)
3　年 国・数・英・理・社 2 15,741円(17,000円)

高校生 1～3年 数学 1 14,000円(15,120円)
希望に合わせて決定 1,2 4,000円 (4,320円)

全員 1ヵ月当たり 1,112円 (1,200円)
５　年

６　年

※　入塾時には、入塾金 13,889円（税込 15,000円）が必要となります。

割引制度
※　兄弟姉妹２人以上で同時入塾の場合は、全ての方の入塾金を免除します。

※　兄弟姉妹が塾に在籍する場合は、2人目より授業料は20％引き、
　　　　　　　　　　　　　　　　　          　学習サポート費は半額となります。

※　保護者が加藤学習塾に在籍していた、
または兄弟姉妹が過去に在籍していた、現在在籍している方の入塾金は免除します。

※　高校生で、中学からの継続生は授業料が半額になります。

総合コース

学習サポート費

リニューアルコース一覧　（授業料は県内でも最低基準額を維持しています。）

算・国＋個別指導×４(算・国・理・社）

個　　別　　指　　導

総合コース

理数コース

本科コース

高校受験コース

学　習　コ　ー　ス

中学受験　総合コース

の授業の取り方

数学コース

小学生

中学生

算・国＋個別指導×２（理・社)

進学
コース

中学受験
コース

教科 受　講　料　（税抜） 教材費（税込）
小１～４ 算・国 2,400円×3 (7,200円) (*1) 0円
小５ 算・国 2,400円×3 (7,200円) (*1) ３２0円
小６ 算・国 2,400円×3 (7,200円) (*1) ３２0円

受験小５ ４教科 4,400円×3 (13,200円) (*1) 0円 (*2)
受験小６ ４教科 6,600円×3 (19,800円) (*1) 0円 (*2)

中１ ５教科 7,000円×3 (21,000円) (*1) 1,250円
中２ ５教科 11,000円×3 (33,000円) (*1) 1,870円
中３ ５教科 17,800円×3 (53,400円) (*1) 1,870円

特訓 中３ ５教科 １日のみ 10,000円  ２日間 14,000円 0円

夏
期
講
習

本部事務局 

 

●８月１１日（月）、８月１２日（火）には、 

中３生夏期集中特訓 
を実施します。この特訓では、夏期講習の第Ⅰから第Ⅲタームまで復習した内容につ

いて、完全理解を図ります。受験では「速く、正確に解答する力」が必要です。その

力を養成するために、制限時間を設け、徹底的に練習問題をこなしていきます。 

 ２日とも、１０：００授業開始、２０：００授業終了で、 

受講料は２日で、１４,０００円（税抜）です。 

●８月３１日（日）には、夏期講習の総仕上げ、

成果確認のために 

全国実力模擬試験 
を実施します。各学年とも全国偏差値、中学２，３年生

に対しては志望校合格判定を正確に割り出します。 

 受験料は、全学年 ３,０００円（税込）となって

おります。 

苦手だった数学の点数がｕｐ！ 

どの先生方も、とても熱心に教えて下さって、すごく分

かりやすかったです。特に数学で、分からない所が分か

るようになりました。そのおかげで、夏休み明けの課題

テストは良い点数を取ることができました。 

＜藤田教室：中１生＞ 

 
２学期に余裕を持ってのぞめました。 

夏休みという、だらだらしがちな時期に塾があることに

より、学習リズムを整えることができ、効率のよい勉強

ができたと思います。また、普段なかなかできない復習

ができたことが、結局はその先の学習にもつながったと

思います。そのため、２学期が始まっても学校の授業に

余裕をもってのぞむことができました。 

＜和気教室：中２生＞ 

 

成 績 優 秀 者  は 学 費 免 除 !! 特 待 生 制 度 あ り ！ 
○ A 特待生  毎月の授業料を全額免除いたします。 

○ B 特待生  毎月の授業料を半額免除いたします。 

受付時間 

8:00～22:00 

 
０８６-９５５-９８７０ 

 


