
2019 年度 夏期講習のご案内 

期間 

Ⅰ期 ７月２４日（水）～７月２６日（金） （３日間） 

Ⅱ期 ７月２９日（月）～８月 ２日（金） 

  Ⅲ期 ８月 ５日（月）～８月 ９日（金） （５日間） 

Ⅳ期 ８月１９日（月）～８月２３日（金） 

費用（税込） 

集合授業 

Ⅰ期  ・・・ １講座  ９，７２０円（１００分×３日間 ） 

Ⅱ～Ⅳ期・・・ １講座 １６，２００円（１００分×５日間 ） 

 

受験生総合コース・・・７７，７６０円 

      対象：小６、中３ 

      内容：夏期講習期間のすべての講座を受講することができます。（自学を含む） 

         自学の設定がない枠でも、自学指導可。講習期間以外への振替はできません。 

         理科実験を受講される場合は別途教材費（1回 1,296円）が必要です。 

小５総合コース ・・・６９，１２０円 

      対象：小５ 

       内容：国・算・理・社＋公立中高一貫理社・算数 

          国・算・理・社＋確認テスト勉強会２コマ 

          国・算・理・社＋自学指導５０分×１２コマ 

      ( 理科実験は１回につき自学２コマ分に相当します。別途教材費 1,296 円が必要です) 

 

夏期講習集合授業時間割               4 年対象       5 年対象       ６年対象 

 

 

 

 

 

 

 

自学指導・・・８，１００円 （５０分×５コマ） 

対象；小学３年～中学３年 

      日時：Ⅰ期 10:30～16:50・Ⅱ期 15:00～16:50・Ⅲ期 10:30～14:50、Ⅳ期 13:00～16:50 

上記の時間帯から 50分×５コマ選んでお申し込みください。 

 ★ 中学生はすべて自学指導で対応します 

この中のいずれか１つを

お選びください。 

 

10:30～12:20 13:00～14:50 15：00～16:50

小４　理社・読解と記述 小５公立中高一貫　理社 小５公立中高一貫　算数

小６　過去問特訓 小５，６確認テスト会 小５，６確認テスト会

実験 小６　国語 小６　理科

小６　過去問特訓 小５　理科 小５　社会

小４　算数 小６　国語記述の特訓 小６　社会

小６　過去問特訓 小５　算数

小６　算数 小６　地理の特訓 小６　水溶液とてこ

小４　国語 小５　国語

Ⅰ期
（３日間）
7/24～7/26

Ⅱ期
7/29～8/2

Ⅲ期
8/5～8/9

Ⅳ期
8/19～8/23



 

小４対象講座・・・100 分×5日間（16,200円）または 100分×3日間（9,720円） 

「小４ 理社・読解と記述」 （Ⅰ期 10:30～12:20  9,720円 ） 

        理科、社会の内容を用いて、読解問題と記述を行います。用語の理解と暗記。 

 

「小４ 算数 」 （Ⅲ期 10:30～12:20 16,200 円 ） 

    通常授業では取り組む機会の少ない応用問題や重要単元を中心に学習します。 

 

「小 4 国語 」   （Ⅳ期 10:30～12:20 16,200 円） 

        通常授業では行わない「読解演習」に取り組みます。 

 

 

小５対象講座・・・100分×5日間（16,200円）または 100分×3日間（9,720円） 

   ※ ６講座がセットになった 小５総合コース（69,120円）もございます。 

 

「小 5 国語・算数・理科・社会」（５日間・1教科 16,200円） 

(国語 Ⅳ期 15:00～、算数 Ⅲ期 15:00～、理科 Ⅱ期 13:00～、社会 Ⅱ期 15:00～） 

通常授業では取り組む機会の少ない応用問題や重要単元を中心に学習します。 

 

「小５公立中高一貫対策 理社」（Ⅰ期 13:00～14:50・3日間   9,720円） 

西京、洛北入試に向けて、理社の記述問題を中心に学習します。   

  

「小５公立中高一貫対策 算数」（Ⅰ期 15:00～16:50・3日間  9,720円） 

西京、洛北入試に向けて、思考力を要する問題に取り組みます。 

 

小 5、小 6 対象講座 

「小５、６確認テスト会」（Ⅰ期 13:00～14:50 .15:00～16:50 各 9,720円） 

   まだ合格していない算・理・社の確認テスに取り組み、直しまで行います。 

（集合授業ではなく、自学指導形式です。） 

 



小６対象講座・・・1講座：１００分×５日間（１６，２００円） 

  ※ 受験生総合コース（７７，７６０円）の場合、すべての講座が受講できます 

    

「小６ 国語」（Ⅱ期 13:00～14:50） 物語文、論説文、随筆などの読解演習と解説。 

「小６ 算数」（Ⅳ期 10:30～12:20） 受験に必要な重要単元を徹底学習。 

「小６ 理科」（Ⅱ期 15:00～16:50） 生物・地学分野の総復習と受験対策。 

「小６ 社会」（Ⅲ期 15:00～16:50） 歴史分野の学習と重要事項の暗記に取り組みます。 

 

「国語記述の特訓」（Ⅲ期 13:00～14:50） 

 中学受験必須の国語記述問題の対策を行います。 

 

「水溶液とてこ（理科）」（Ⅳ期 15:00～16:50） 

 水溶液の性質、濃度の計算、てこの問題に取り組みます。 

 

「社会地理の特訓」（Ⅳ期 13:00～14:50） 

受験に必要な地理の復習を行い、重要事項の暗記に取り組みます。 

   

「過去問特訓」（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期 10:30～12:20・Ⅰ期のみ 9,720円 ） 

志望校の傾向に合わせた問題演習と解説を行います。（自学指導形式） 

 

※ 「小 5公立中高一貫校理社」「小 5 公立中高一貫校算数」は、小 6も受講可能です 

 

 

  自学指導コース （50 分×５回 8,100円 ・ 夏期講習用テキスト代込） 

    対象：小学 3年生～中学 3年生 

    日程：夏期自学の設定がある枠から希望の日時を５コマ（1コマ 50分）選んでください。 

    ※ 自学の設定がない時間も、受験生総合コースの場合は、自学可。 

    

 内容：２～３人の生徒に１人の講師がつき、ご希望の教科、内容にそって指導を行います。 

       中学、高校入試対策・学校の復習・苦手科目の克服などに取り組みながら、自ら 

       考え学ぶ自学自習の姿勢を養います。 

★ 中学生は、すべて自学指導コースで指導します。 



理科実験（対象学年 小４～小６） Ⅱ期 10:30～12:20 

受講料（教材費込）１講座 4,536円  ※受験生総合コース受講生は教材費のみ（1,296円） 

 

７/２９（月）「電磁石でベルをならそう」      ７/３０（火）「反射とあわせ鏡」   

                             

       

 

  ７/３１（水）「月の満ち欠け」          ８/１（木）「視覚の科学」  

                 

               

  

 

８/２（金）「ふりこの運動」 

 

 

★ 理科実験は定員になり次第、締め切ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふり子の長さやおもりの重さなどの条件を変え

て、ふり子の周期がどの条件によって変わるの

かを確認していきます 

白黒模様なのに回転させると色がつ

いて見えるベンハムのこまや図形を

使って賢いゆえにすぐにだまされる人

間の脳の不思議を体感します。 

月の模型に光を当て、見る方向を

変えることで月の形が変わっていく

ことや日食と月食の原理について

考えます。 

コイルを巻いて作った電磁石をベ

ースにベルを作ります。どのような

仕組みでベルが動いているのかを

工作を通して学びます。 

鏡を通して見ると、どこまで見え

るのかを作図し、実際に観察し

ます。また潜望鏡を作成して、

反射の仕組みも学習します。 

夏期講習中も１９：００までの平常授業は、通常通りの時間帯に行います。 

自学、各種道場は振替授業となりますので、お渡しするご案内をお読みください。 

夏期自学 夏期自学 夏期自学 夏期自学 夏期自学 夏期自学

夏期自学 夏期自学

夏期自学 夏期自学 夏期自学 夏期自学

夏期自学 夏期自学 夏期自学 夏期自学

Ⅰ期
（３日間）
7/24～7/26

Ⅱ期
7/29～8/2

Ⅲ期
8/5～8/9

Ⅳ期
8/19～8/23

小４　　理社・読解と記述

小６　過去問特訓

小６　過去問特訓

小４　算数

小６　過去問特訓

小４　国語

小６　水溶液とてこ

小５　国語

小６　国語記述の特訓 小６　社会

小５　算数

小６　算数 小６　地理の特訓

小５　理科 小５　社会

10:30～12:20 13:00～14:50 15：00～16:50

小５公立中高一貫 理社

小５，６確認テスト会

小公立中高一貫 算数

小５，６確認テスト会

実験 小６　国語 小６　理科



お申し込み方法 

 

会員の方 

申込用紙を７月１５日（月）までにご提出ください。 

講習費用は月会費と併せて口座振替いたします。 

 

外部生の方 

申込用紙をメールまたはＦＡＸでご提出の上、５日以内に下記口座へご入金ください。 

ご入金が確認されましたら、申し込み完了です。 

 理科実験につきましては、定員がございますので、空きをご確認ください。 

 

 

振込口座   
 

ゆうちょ銀行からの送金（手数料無料） 

【記号】 １４４３０      【番号】 ２７４２６９５１ 

     【口座名】Ⅿ.access（エム アクセス） 

 

   銀行からのお振込み（手数料はお客様負担となります） 

【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】２７３２６９５   【口座名】Ⅿ.access（エム アクセス） 

 

★ご注意 いずれのクラスも講習開始後のキャンセルはできません。 

 
 

★ 夏期講習を受講後、新規入会された場合は、入会金を半額にいたします。 

 （通常 21,600円→10,800円）   ※ 他のキャンペーンとの併用はできません 

 

 
 

    

   TEL 075-256-7739   Fax 075-256-7724  E-mail: maccess@sch.jp 

〒 604-8155  

 京都市中京区錦小路通烏丸西入ル占出山町３０８ 山忠ビル５Ｆ 

                     阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 ２２番出口より徒歩３分 

 

 



  

学年（   ）年 生徒氏名（              ）  講習費合計         円 
 

希望のコース・講座に〇をつけ、講習費用の合計金額を記入の上、提出してください。 

 

※ 受験生総合コースの場合、教材費 1,296円が必要です。※小 5総合は自学２コマで理科１講座となり、別途教材費 1,296円が必要です。 

自学指導１コース(50 分×５コマ)8,100 円 

8,100円×    コース （コース数を記入） 

     10: 30～
11：20

11: 30～
12：20

13: 00～
13：50

14: 00～
14：50

15: 00～
15：50

16: 00～
16：50

7月24日

7月25日

7月26日

7月29日

7月30日

7月31日

8月1日

8月2日

10:30～
11：20

11:30～
12：20

13:00～
13：50

14:00～
14：50

15:00～
15：50

16:00～
16：50

8月5日

8月6日

8月7日

8月8日

8月9日

8月19日

8月20日

8月21日

8月22日

8月23日

2019 年 夏期講習申込用紙    

                                             申込日   月    日 

夏期講習費用 合計                      円 

 

学年 （     ）年   生徒氏名（                     ） 

 

※外部の方は連絡先をご記入ください 電話（                        ）  

           住所（                             ） 

10:30～12:20 13:00～14:50 15：00～16:50

小４　理社(読解と記述) 小５中高一貫　理社 小５中高一貫　算数

小６　過去問特訓 小５，６確認テスト会 小５，６確認テスト会

小６　国語 小６　理科

小６　過去問特訓 小５　理科 小５　社会

小４　算数 小６　国語記述 小６　社会

小６　過去問特訓 小５　算数

小６　算数 小６　地理の特訓 小６　水溶液とてこ

小４　国語 小５　国語

Ⅰ期（３日間）
7/24～7/26

1講座９，７２０円

Ⅱ期
7/29～8/2

１講座１６，２００円

Ⅲ期
8/5～8/9

１講座１６，２００円

Ⅳ期
8/19～8/23

１講座１６，２００円

7/29「電磁石」 7/30「反射と鏡」 7/31「月」 8/1「視覚の化学」 8/2　「ふりこ」理科実験（小４～小６）

１講座　4,536円

※理科実験を受講する場合は、教材費 

（１回 1,296 円）が必要です。 

受験生総合コース （小６・中３）

７７，７６０円
小5　国・算・理・社＋中高一貫　理社・算数

小5　国・算・理・社＋確認テスト会２コマ

小5　国・算・理・社＋自学１２コマ

小５　総合コース
６９，１２０円

（金額はすべて税込です） 


