平成 31 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

小学クラス指導

※ 志望校の違いなどによって、個人別に対応する場合がございます。

新小学６年生対象クラス
●新小６算数「算数総合」 6,480 円

３月 29 日〜 31 日 午後 1:00 〜午後 2:50
内容：重要問題の復習と予習。総合的に学習します。
対象：新小６

●新小６国語「長文読解と記述」 6,480 円

４月２日〜４日 午後 1:00 〜午後 2:50
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理科「理科総合」 6,480 円

3 月 25 日〜 27 日 午後 3:00 〜午後 4:50
内容：重要問題の復習と予習。総合的に学習します。
対象：新小６

●新小６社会「歴史一気に学習」 6,480 円

3 月 25 日〜 27 日 午後 1:00 〜午後 2:50
内容：全体を大きく俯瞰する、予習として、歴史の範囲を一気に学習します。
対象：新小６

●新小６「中学推薦入試対策」 6,480 円
3 月 25 日〜 27 日

午後 5:10 〜午後 7:00

内容：私立中学の「自己推薦」入試の対策コースです。自己推薦に必要な模擬テスト（五ツ木駸々堂テスト
など）の成績を上げるための対策を中心に行います。
対象：新小６

●新小５・６算数「西京・洛北チャレンジ」 6,480 円
４月２日〜４日

午後 3:00 〜午後 4:50

内容：中高一貫校の西京・洛北の入試出題傾向に合わせた問題演習。少し難しい問題まで、チャレンジして
みましょう。
対象：新小５・６

公立中高一貫校を目標に置いている生徒

●新小４〜６理科「理科実験」 11,340 円（１授業のみでも受講できます。１回 3,780 円）
（費用は実験器具代を含む）
3 月 25 日〜 27 日

午前 10:30 〜午後 0:20

内容：25 日：
「気体の発生」酸素・二酸化炭素・水素を発生させ、性質を確かめる。
26 日：
「水溶液」酸とアルカリ、中和反応。
27 日：
「衝突とエネルギー」球の動きと衝突、ガウス加速器
対象：新小４〜６

実験は危険を伴うものもありますので、講師の指示にしたがえること。

※実験器具の準備の都合上、必ず３月１５日までにお申し込み下さい
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小学クラス指導

続き

新小学５年生対象クラス
●新小５算数「数の性質・規則性」 6,480 円

3 月 25 日〜 27 日 午後 5:10 〜午後 7:00
内容：難問を解く基礎となる整数の性質および規則性の問題を学習します。
対象：新小５

●新小５国語「長文読解」 6,480 円

３月 29 日〜 31 日 午後 3:00 〜午後 4:50
内容：普段の授業で行わない読解問題の対策授業を行います。物語文、論説文。
対象：新小５

●新小５理科「電気 / 月・星・太陽」 6,480 円

３月 29 日〜 31 日 午後 5:10 〜午後 7:00
内容：理科の範囲ではたいへん難しい、かつ入試に頻出の、電気と天体分野の学習をします。
対象：新小５

●新小５社会「日本の地勢」 6,480 円

４月２日〜４日 午後 5:10 〜午後 7:00
内容：地理の基礎となる、川・平野・山地山脈など、地勢について理解と暗記の学習をします。
対象：新小５

●新小５国語・社会・理科「長文記述対策」 6,480 円

3 月 25 日〜 27 日 午後 3:00 〜午後 4:50
内容：近年増加する傾向にある、長文を書かせて解答する設問の対策授業です。内容については、社会・理
科の分野も含んで学習します。
対象：新小５

●新小５・６算数「西京・洛北チャレンジ」 6,480 円
４月２日〜４日

午後 3:00 〜午後 4:50

内容：中高一貫校の西京・洛北の入試出題傾向に合わせた問題演習。少し難しい問題も、チャレンジしてみ
ましょう。
対象：新小５・６

公立中高一貫校を目標に置いている生徒

●新小４〜６理科「理科実験」 11,340 円（１授業のみでも受講できます。１回 3,780 円）
（費用は実験器具代を含む）
3 月 25 日〜 27 日

午前 10:30 〜午後 0:20

内容：25 日：
「気体の発生」酸素・二酸化炭素・水素を発生させ、
性質を確かめる。
26 日：
「水溶液」酸とアルカリ、中和反応。
27 日：
「衝突とエネルギー」球の動きと衝突、ガウス加速器
対象：新小４〜６

実験は危険を伴うものもありますので、

講師の指示にしたがえること。

※実験器具の準備の都合上、
必ず３月１５日までにお申し込み下さい
●新小２〜５「たのしいパズル」 6,480 円
４月２日〜４日

午後 1:00 〜午後 2:50

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２〜５
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小学クラス指導

続き

新小学２〜４年生対象クラス
●新小４算数「線分図」 6,480 円

３月 29 日〜 31 日 午前 10:30 〜午後 0:20
内容：線分図の意味、書き方から、和差算・分配算など、線分図を使って考える問題まで。
対象：新小４

●新小４国語「ことばと文のしくみ」 6,480 円

４月２日〜４日 午前 10:30 〜午後 0:20
内容：ことばの意味・種類、文の成り立ちの仕組みなど、文章の基礎について学習します。
対象：新小４

●新小４〜６理科「理科実験」 11,340 円（１授業のみでも受講できます。１回 3,780 円）
（費用は実験器具代を含む）
3 月 25 日〜 27 日

午前 10:30 〜午後 0:20

内容：25 日：
「気体の発生」酸素・二酸化炭素・水素を発生させ、性質を確かめる。
26 日：
「水溶液」酸とアルカリ、中和反応。
27 日：
「衝突とエネルギー」球の動きと衝突、ガウス加速器
対象：新小４〜６

実験は危険を伴うものもありますので、講師の指示にしたがえること。

※実験器具の準備の都合上、必ず３月１５日までにお申し込み下さい
●新小３算数・国語「わかりやすい算国きそ」 6,480 円
４月２日〜４日

午前 10:30 〜午後 0:20

内容：小２の復習から小３の予習まで、基礎からわかりやすく学習します。
対象：新小３

●新小２〜５「たのしいパズル」 6,480 円
４月２日〜４日

午後 1:00 〜午後 2:50

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２〜５

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２５日・２６日・２７日・２９日・３０日・３１日・４月２日・３日・４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・午後 5：10 〜 6：00・午後 6：10 〜 7：00
（※ 3/25 〜 27 の午後 3：00 〜 4：50、4/2 〜４の午前 10：30 〜午後 2：50 をのぞく）
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
3/25

10:30 〜 12:20

新小４〜６理科 理科実験

13:00 〜 14:50

新小６社会

新小５国社理

〜
3/27 自学指導
3/29

〜

15:00 〜 16:50

歴史一気 新小６理科

新小６算数

17:10 〜 19:00

新小６ 中学推薦入試対策

記述対策 新小５算数 数の性質・規則性

自学指導

新小４算数 線分図

3/31 自学指導

総合

自学指導
総合

自学指導

新小５国語

長文読解

自学指導

新小５理科 電気 / 月星太陽
自学指導

新小４国語 ことばと文のしくみ 新小６国語 長文読解と記述 新小５・６算数 西京・洛北 新小５社会 日本の地勢

4/2
〜

新小３ わかりやすい算国きそ 新小２〜５ たのしいパズル

4/4

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（金）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

１回のみ 3,780 円）

（費用は税込表示）

（１コース６４８０円。６コマ選択して下さい）

〜

３１年

年

月

日 住所（外部生のみお書きください）

氏名

新小２〜５ たのしいパズル

4/4 新小３ わかりやすい算国きそ

学年

新小６国語 長文読解と記述

新小４国語 ことばと文の仕組み

お申込日

4/2

電話番号

新小５・６算数 西京・洛北

新小５国語 長文読解

総合

新小６算数

線分図

総合

3/29 〜 3/31 新小４算数

新小６理科

新小５国社理 記述対策

歴史一気

15:00 〜 16:50

新小６社会

4/4

4/3

4/2

3/31

3/30

3/29

3/27

3/26

3/25

合計金額

新小５社会 日本の地勢

新小５理科 電気 / 月星太陽

新小５算数 数の性質・規則性

新中６ 中学推薦入試対策

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

3/25
新小４〜６理科 理科実験（※）
〜
26 日
27 日
3/27 25 日

13:00 〜 14:50

出席する日時に○印をご記入ください。

10:30 〜 12:20

（※理科実験クラス 11,340 円

クラス指導コース 各 6,480 円

印をつけて下さい。）

けて下さい。（「新小４〜６理科実験」は、希望する日に○

＊クラス指導コースは青□内の希望するコースに、○印をつ

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

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３１(2019) 年度

自学指導コース

