平成 30 年度

▲▼▲M.access
エム・アクセス

春期講習のご案内

費用は税込表示です

総合コース

春期講習９日間の全クラスの中から、１２クラス・８クラス・６クラスを選択していただくと、
講習費用がお得になるコースです。
●総合１２
●総合 ８
●総合 ６

38,880 円 … 講習クラスの中から、１２クラスを選択してください。
32,400 円 … 講習クラスの中から、８クラスを選択してください。
25,920 円 … 講習クラスの中から、６クラスを選択してください。
※総合コースについては、欠席の振替は不可です。

小学クラス指導
新小学６年生クラス
●新小６算数「算数復習」 6,480 円

3 月 24 日〜 26 日 午後 1:00 〜午後 2:50
内容：小５までの復習を中心に、総合的に学習します。
対象：新小６

●新小６算数「難関中の算数」 6,480 円

４月１日〜３日 午後 1:00 〜午後 2:50
内容：洛星・洛南レベルの難関中学の入試問題のポイントを指導します。
対象：新小６ 難関中を志望している生徒

●新小６国語「長文読解と記述」 6,480 円

３月 28 日〜 30 日 午後 3:00 〜午後 4:50
内容：中学受験必須の長文読解と、記述解答の対策を行います。
対象：新小６

●新小６国語「難関中の論説文読解」 6,480 円

４月１日〜３日 午後 3:00 〜午後 4:50
内容：中学の入試問題を利用しながら、難関校の論説文対策を行います。西京・洛北対策としても有効です。
対象：新小６ 説明的文章が出題される難関中を志望している生徒

●新小６国語「文法の特訓」 6,480 円

４月１日〜３日 午前 10:30 〜午後 0:20
内容：文法および言葉の問題に焦点を絞って学習します。
対象：新小６

●新小６社会「地理復習」 6,480 円

3 月 24 日〜 26 日
午後 3:00 〜午後 4:50
内容：小５までにならった地理分野の復習を中心に学習します。
対象：新小６

●新小６理科「理科復習」 6,480 円

３月 28 日〜 30 日 午後 1:00 〜午後 2:50
内容：小５までの復習を中心に、総合的に学習します。
対象：新小６
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小学クラス指導

続き

新小学５・６年生クラス
●新小５・６「プログラミングと算数」 6,480 円
３月 28 日〜 30 日

午後 5:10 〜午後 7:00

内容：算数に関する課題を、プログラミングで解きます。論理的思考を鍛える学習をします。
対象：新小５・６

●新小５・６理科「天体の基礎」 6,480 円
４月１日〜３日

午後 5:10 〜午後 7:00

内容：太陽・星の動き、月の満ち欠け、地球の自転・公転など、
天体の範囲について基礎から学習します。
対象：新小５・６

新小学３〜５年生クラス
●新小５「算数復習」 6,480 円 ３月 28 日〜 30 日 午後 3:00 〜午後 4:50
●新小５「国語復習」 6,480 円 ４月１日〜３日 午後 3:00 〜午後 4:50
内容：それぞれの科目について、復習を基本に、総合的に学習します。
対象：新小５

●新小４「算数復習」 6,480 円
●新小４「国語復習」 6,480 円

３月 28 日〜 30 日

午後 1:00 〜午後 2:50

４月１日〜３日 午後 1:00 〜午後 2:50
内容：それぞれの科目について、復習を基本に、総合的に学習します。
対象：新小４

●新小４・５社会「地理の基礎」 6,480 円

3 月 24 日〜 26 日 午前 10:30 〜午後 0:20
内容：都道府県名やその位置、各地の特色など、地理の
導入部分の学習をします。
対象：新小４・５

●新小３〜５「たのしいパズル」 6,480 円
４月１日〜３日

午前 10:30 〜午後 0:20

内容：通常の「パズル道場」では行わない詳しい解説も
加えながら、論理的な思考をきたえます。
対象：新小３〜５

●新小３算数「面積図で解く算数」 6,480 円
３月 28 日〜 30 日

午前 10:30 〜午後 0:20

内容：面積図を使って解く、比と割合と速さに関する問題を学習します。
対象：新小３

分数の四則計算および比について、理解していること。
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中学クラス指導
●新中１数学 「中学準備講座 数学」 6,480 円
3 月 24 日〜 26 日

午前 10:30 〜午後 0:20

内容：中学になって算数は数学となります。数学の基礎について、正負の数からきちんと指導。
対象：新中１

小数・分数の四則計算が正しくできること。

●新中１英語 「中学準備講座 英語」 6,480 円
３月 28 日〜 30 日

午前 10:30 〜午後 0:20

内容：英語の基礎からきちんと指導します。
対象：新中１

受講基準：アルファベット（小文字）が書けること。

●新中３「数学特訓」 6,480 円
3 月 24 日〜 26 日

午後 5:10 〜午後 7:00

内容：中学２年生までに学習した範囲で解ける、入試レベルの問題に取り組みます。
対象：新中３

●新中３「英語特訓」 6,480 円
３月 28 日〜 30 日

午後 5:10 〜午後 7:00

内容：中学英語の大きな山である関係代名詞と、修飾関係について学習します。
対象：新中３

小学・中学・高校
●自学指導コース

自学指導

6,480 円（テキスト代を別途頂戴する事があります。）

下記の日程・時間から６コマ選んでお申し込みください。
日程：３月２４日・２５日・２６日・２８日・２９日・３０日・４月１日・２日・３日
時間：午前 10：30 〜 11：20・午前 11：30 〜 12：20・午後 1：00 〜 1：50・午後 2：00 〜 2：50
・午後 3：00 〜 3：50・午後 4：00 〜 4：50（全日程）
・午後 5：10 〜 6：00・午後 6：10 〜 7：00（3/28 〜 30 はなし）
内容：御希望の志望校・教科・内容にそって、学習指導・学習管理を行います。教材も目標に合わせて自由
に設定できます。自分から学び考える姿勢を身に着け、解けるまで、納得いくまで考える姿勢を学び
ます。生徒 3 名に一人の講師がつきます。
対象：新小４〜
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時間割一覧表
日程／時間
3/24
〜

10:30 〜 12:20

〜

〜

15:00 〜 16:50

新小６社会

17:10 〜 19:00

地理復習

新中３
自学指導

自学指導

数学特訓

自学指導

新小３ 面積図で解く算数 新小６

理科復習

新小６国語 長文読解記述 新小５・６ プログラミング算数

新中１ 中学準備講座 英語 新小４

算数復習

新小５

3/30 自学指導
4/1

算数復習

新中１ 中学準備講座 数学

3/26 自学指導
3/28

13:00 〜 14:50

新小４・５社会 地理の基礎 新小６

自学指導

算数復習

新中３

英語特訓

自学指導

新小６国語 文法の特訓 新小６

難関中の算数 新小６国語 難関中論説文 新小５・６理科 天体の基礎

新小３〜５ たのしいパズル 新小４

国語復習

4/3 自学指導

自学指導

新小５

国語復習

自学指導

自学指導

★講習費用：各クラス、コース内容を御覧下さい。テキスト代を含みます。
（税込表示）
自学指導について、個別にテキストをお渡しする場合は、テキスト代を別途頂戴する事
があります。
★申込方法：内部生：３月１５日（木）までにお申し込みください。受講料は４月の月会費と併せて
口座振替いたします。
外部生：お申し込み日より３日以内に下記口座にお振込下さい。
		
ゆうちょ銀行からのお振込： 【記号】１４４３０ 【番号】２７４２６９５１
						
【口座名】M.access（エム アクセス）
		
他 銀 行 か ら の お 振 込 ： 【店名】四四八（ﾖﾝﾖﾝﾊﾁ）
						
【店番】４４８ 【預金種目】普通預金
						
【口座番号】２７４２６９５
						
【口座名】M.access（ｴﾑ ｱｸｾｽ）

【外部生の方：春期講習の受講後、引き続き通常授業に入会される場合、入会金を半額
（21600 円→ 10800 円）と致します。（その他のキャンペーンとの併用はできません）】

〒 604-8155

京都市中京区錦小路通烏丸西入ル山忠ビル 5 Ｆ
阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 22 番出口より徒歩３分

▲▼▲M.access(エム・アクセス)

TEL:075-256-7739

FAX:075-256-7724
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E-mail:maccess ＠ sch.jp

38,880 円

32,400 円

25,920 円

総合 ８

総合 ６

〜

３０年

新小６国語 文法の特訓

月

氏名

新小４ 国語復習

新小６ 難関中の算数

日 住所（外部生のみお書きください）

学年

4/3 新小３〜５ たのしいパズル

お申込日

4/1

新小５算

新小４ 算数復習

新小５

電話番号

国語復習

新小６国語 難関中の論説文

算数復習

新小６国語 長文読解記述

新小６ 理科復習

地理復習

3/28
新小３ 面積図で解く算数
〜
3/30 新中１ 中学準備講座 英語

新小６社会

15:00 〜 16:50

新小６ 算数復習

4/3

4/2

4/1

3/30

3/29

3/28

3/26

3/25

3/24

数学特訓

英語特訓

合計金額

新小５・６理科 天体の基礎

新中３

新小５・６ プログラミングと算数

新中３

17:10 〜 19:00

円

10:30 11:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:10
18:10
〜 11:20 〜 12:20 〜 13:50 〜 14:50 〜 15:50 〜 16:50 〜 18:00 〜 19:00

春期講習 申込用紙

3/24
新小４・５社会 地理の基礎
〜
3/26 新中１ 中学準備講座 数学

年

（１コース６４８０円。６コマ選択して下さい）

10:30 〜 12:20

出席する日時に○印をご記入ください。

13:00 〜 14:50

（費用は税込表示）

総合１２

その他コース 各 6,480 円

総合コース

下さい。

＊その他コースは青□内の希望するコースに、○印をつけて

ス６コマ）をつけて下さい。

＊「自学指導コース」は、緑□内の出席する日時に印（１コー

青□内の受講希望のクラス全てに○印をつけ下さい。

＊「総合コース」は赤□内に○印をつけ、緑□内および

お申し込みのコースに◯印をご記入ください。

エム・アクセス
▲▼▲M.access 平成３０(2018) 年度

自学指導コース

