
2022夏期講習のご案内（講習生用） 
アルカディア数学教室 

 

１学期も残りあとわずかとなりました。長い夏休みは、受験生にとっては自分自身のテーマに取り

組む最大のチャンスです。また、受験学年でない生徒にとっても自立学習の習慣をつける絶好の機会

ではないでしょうか。 

 アルカディア数学教室では、生徒１人１人が「目標達成のために何をするべきか」を考え、「自分の

課題を自分で見つけて自分の力で解決する」ことを目指し、目的意識を持ち、取り組む意味を考えな

がら進めていく「主体的な学び」を全力でサポートさせていただきます。意欲あふれるみなさんのご

参加をお待ちしております。 

なお、夏期講習の概要は下記の通りとなります。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い

合わせください。 
 

１．日程について 

 夏期講習の日程につきましては、下表の通りとなります。 

１学期の通常授業 ７月９日（土）まで 

夏期講習期間 

※ 日曜および 7/18(海の日)は 

お休みです。 

７月１２日（火）～８月２日（火） 

８月９日（火）～８月１３日（土） 

※ 8/11(木・祝日) も授業を行います。 

８月１６日（火）～８月２６日（金） 

※ 8/27(土)は数学検定実施のため授業は行いません。 

※ 8/29(月)～8/31(水)はお休みをいただきます。 

２学期の通常授業 ９月１日（木）より 

  
 

２．開講講座について 

 

 アルカディア数学教室では、通常期間は数学（算数）のみ授業を行っておりますが、夏期講習期間

の限定講座といたしまして、小学国語、中学理科・中学英語・高校理科（物理・化学）を開講いたし

ます。学力にあわせたメニューを作成して一人ひとりのレベルアップに全力を注ぎますので、ぜひ受

講いただきますようおすすめいたします。また、授業回数の追加や内容についてのご要望などござい

ましたら、個別に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。 

 

３．お申込みについて 

 

夏期講習のお申込みは別紙『2022 夏期講習受講申込書』および『2022 夏期講習 希望調査シート』

に必要事項をご記入の上、教室までご提出いただきますようお願い申し上げます。 

夏期講習講座の受講料金につきましては下表の通りです。お申込み後、別途ご請求させていただき

ますので、所定の納付用封筒または口座振込にて、７月３０日（土）までにお納めいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 

《 2022夏期講習 受講料金表 》 

◆小学生（４年～６年） 

講座名 授業回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

夏期小学算数（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 15,400円 3,300円 

夏期小学国語（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 15,400円 3,300円 

授業回数追加（1単位※） 80分授業×4回＋演習 1回 15,400円 不要 

◆中学生（全学年） 

講座名 授業回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

夏期中学数学（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 17,600円 3,300円 

夏期中学理科（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 17,600円 3,300円 

夏期中学英語（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 17,600円 3,300円 

授業回数追加（1単位※） 80分授業×4回＋演習 1回 17,600円 不要 

◆高校生（全学年） 

講座名 授業回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

夏期高校数学（個別指導） 80分授業×4回 19,800円 3,300円 

夏期高校物理（個別指導） 80分授業×4回 19,800円 3,300円 

夏期高校化学（個別指導） 80分授業×4回 19,800円 3,300円 

授業回数追加（1単位※） 80分授業×4回 19,800円 不要 

※授業回数の追加は〔80分授業 4回＋演習 1回〕で 1単位とさせていただきます。 

 

 

（裏面に続きます） 



◆夏期映像授業『ベーシックウイング』（小４～高３） 

当教室では関東地方を中心に展開している大手学習塾の市進教育グループと業務提携し、インター

ネットを利用した映像授業講座『ベーシックウイング』を導入しております。2 階に設置した自習用

パーソナルブースとあわせて、受講中の生徒からは「わかりやすく、勉強しやすい」と大変好評です。

夏期講習期間も、全教科受講コースを特別料金でご提供いたします。視聴用パソコンが空いている限

り、期間中の視聴回数に制限はありませんので、何度でも受講が可能です。また、お持ちのパソコン・

スマートフォンを使用してご自宅で視聴していただくことも可能です。 

その他、英検対策講座として、英検ゼミ（準 1級～2 級）、英検パスコース（準 2級～5級）がござ

います。パンフレットをご用意しておりますのでご希望の方はお申し付けください。 
 

◆小学生（４年～６年）…自立学習の習慣としっかりした基礎学力が身につきます！ 

公立中進学コース 
（小 4～小６） 

国語・算数・英語・理科・社会 

（理科・社会は小 5・小６のみ） 

公立中進学を予定しているけれど、中学での勉強

に備えて、早くから思考力・表現力・判断力を身

につけておきたい方向けの講座です。新学習指導

要領にも対応しています。 

公立中高一貫校受検コース 

（小５・小６のみ） 

理系（算数的分野・理科的分野） 

文系（国語的分野・社会的分野） 

学力試験ではなく、適性検査を出題される公立中

高一貫校受検をお考えの方向けのコースです。読

解力・思考力・表現力・観察分析力を養成し、総

合的に学習できます。 

国私立中学受験コース 
（小 4～小６） 

算数・国語・理科・社会 

（理科・社会は小 5・小６のみ） 

国私立中学受験をお考えの方向けの専門コースで

す。志望校合格に必要な思考力や応用力を身につ

けます。難易度の高い講座になります。 

※小学生映像授業講座は、上記 3 コースの中からいずれか１つのコースをお選びください。 
 

◆中学生（全学年）…1 授業 20 分なので部活で忙しい人でも時間を有効活用できます！ 

ベーシック SC 英語・数学・国語・理科・社会 

教科書ワーク対応コース 

学校の授業がよくわかるようになり、定期テスト

で高得点を取るための講座です。 

ベーシック TG 英語・数学・国語 

単元別基礎強化コース 

英語・数学の基礎をしっかりと固めるための授業

です。苦手科目の克服に効果的です。 

ベーシック EX 英語・数学・国語・理科・社会 

公立高校入試対策コース 

公立上位高校に合格するために必要な学力を 

身につけるための授業です。 

ベーシック EXα 英語・数学 

難関高校進学コース 

難関高校に進学するために必要なハイレベルの英

語・数学の実力を身につけるための授業です。 

※ 中学生映像授業講座は、お申込みいただいた教科のすべてのコース（ベーシック SC・TG・EX・EXαの全コー

ス）の授業が受講できます。 

 

◆高校生（全学年）…単元別 20 分授業なので、短期間でも総復習や弱点克服が可能です！ 

ベーシックマスター 

英語（英文法・英語重要構文・英文解釈） 

数学（Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ） 

理科（物理・化学・生物・地学） 

社会（日本史・世界史・地理・公民） 

国語（現代文・古文・漢文） 

「教科書完全理解」を目的とした授業です。 

学習テーマが細分化されているので、学校の授

業進度に合わせて自在に勉強することができ

ます。さらに「定期テスト対策」も万全です。 

共通テスト対策講座 

英語 （リーディング）・数学 （ⅠA・ⅡB） 

理科 （物理・物理基礎・化学・化学基礎・生物・

生物基礎・地学・地学基礎） 

社会 （日本史 B・世界史 B・地理 B・政治経済・

現代社会・倫理） 

「共通テスト実戦力強化」を目的とした、共通テス

ト頻出問題の解説授業です。解法がマスターでき、

「ベーシックマスター」で培った基礎力を、共通テス

トで高得点を取るための実戦力にまで高めること

ができます。 

※ 高校生映像授業講座は、お申込みいただいた教科のすべての科目の授業が受講できます。 
 
 

《夏期映像授業講座『ベーシックウイング』受講料金表 》 

◆小学生（４年～６年）全講座全教科受講コース以外は、公立中・中高一貫受検・国私立中受験いずれか 1 コースの料金です 

コース名 受講時間（分）・回数（週） 受講料（税込） 諸費用（税込） 

1教科受講コース 80分授業 × 6回＋α 11,000円 3,300円 

2教科受講コース 80分授業 × 6回＋α 19,800円 3,300円 

全教科受講コース 教科数・受講回数無制限 19,800円 
3,300円 

＋テキスト代（実費） 

◆中学生（全学年）お申込みいただいた教科はすべてのコースの授業が受講可能になります 

講座名 受講時間（分）・回数（週） 受講料（税込） 諸費用（税込） 

1教科受講コース 80分授業 × 8回＋α 13,200円 3,300円 

2教科受講コース 80分授業 × 8回＋α 24,200円 3,300円 

全教科受講コース 教科数・受講回数無制限 24,200円 
3,300円 

＋テキスト代（実費） 

◆高校生（全学年）お申込みいただいた教科はすべての科目・講座が受講可能になります 

講座名 受講時間（分）・回数（週） 受講料（税込） 諸費用（税込） 

1教科受講コース 80分授業×6回＋α 15,400円 3,300円 

2教科受講コース 80分授業×6回＋α 28,600円 3,300円 

全教科受講コース 教科数・受講回数無制限 28,600円 
3,300円 

＋テキスト代（実費） 

※ 映像授業については、お申し込み時に受講教科ごとの受講曜日・時間帯を決めさせていただきますが、視聴用パソ

コンに空きのある時間帯には、無料で追加受講することができます（映像授業視聴後に追加分の予約ができます）。 



2022 夏期講習 受講申込書 （小学生/講習生用） 

生徒氏名 保護者氏名                      

下記の通り、2022夏期講習講座の受講を申し込みます。 

■夏期講習講座（個別指導） 

【表 1】通常授業に追加して受講を申し込む講座に○をつけてください。 

受講講座に

○印↓ 
講座名 授業回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 夏期小学算数（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 15,400円 3,300円 

 夏期小学国語（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 15,400円 3,300円 

※ ２講座以降受講される場合、2講座目以降の夏期講習諸費用は不要です。 

 

【表 2】夏期講習講座の授業回数を追加される場合は、追加される単位数に○をつけてください。 

単位数に 

○印↓ 
講座名 授業追加回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 
講習授業回数追加 

（1単位） 
80分授業×4回＋演習 1回 15,400円 不要 

 
講習授業回数追加 

（2単位） 
80分授業×8回＋演習 2回 30,800円 不要 

 
講習授業回数追加 

（3単位） 
80分授業×12回＋演習 3回 46,200円 不要 

 

◆ 夏期講習でのご要望などございましたら、こちらにご記入ください。 

（授業回数追加分の教科のご要望についてもこちらにご記入をお願いいたします） 
 

ZOOMでのオンライン授業を希望される方は、その旨ご記入ください。 

 

■映像授業講座『ベーシックウイング』 

【表 3】映像授業講座『ベーシックウイング』を受講される場合は、受講コースに○をつけてください。 

受講コースに 

○印↓ 
コース名 受講時間（分）・回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 1教科受講コース 80分授業 × 6回＋α 11,000円 3,300円 

 2教科受講コース 80分授業 × 12回＋α 19,800円 3,300円 

 全教科受講コース 教科数・受講回数無制限 19,800円 
3,300円 
＋ テキスト代 

※ 上記の料金は、夏期講習期間限定の特別料金です（最大 6週間受講できます）。 

 
 

◆ 映像授業でのご要望などございましたら、こちらにご記入ください。 

（映像授業の受講教科・コースのご要望についてもこちらにご記入をお願いいたします） 
 

映像授業の自宅視聴を希望される方は、その旨ご記入ください。 

 

◆ 受講料（税込）の合計金額のご記入をお願いいたします。 

 

夏期講習受講料【表 1】 円 

◆ 受講料の納付方法をお選びください。 

【   現金持参  ・  口座振込  】 

 

講習回数追加料【表 2】 円 

映像授業受講料【表 3】 円 

合計金額（税込） 円 

 

別紙の希望調査シートにもご記入をお願いいたします 



2022 夏期講習 受講申込書 （中学生/講習生用） 

生徒氏名 保護者氏名                      

下記の通り、2022夏期講習講座の受講を申し込みます。 

■夏期講習講座（個別指導） 

【表 1】通常授業に追加して受講を申し込む講座に○をつけてください。 

受講講座に

○印↓ 
講座名 授業回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 夏期中学数学（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 17,600円 3,300円 

 夏期中学理科（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 17,600円 3,300円 

 夏期中学英語（個別指導） 80分授業×4回＋演習 1回 17,600円 3,300円 

※ ２講座以降受講される場合、2講座目以降の夏期講習諸費用は不要です。 

 

【表 2】夏期講習講座の授業回数を追加される場合は、追加される単位数に○をつけてください。 

単位数に 

○印↓ 
講座名 授業追加回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 
講習授業回数追加 

（1単位） 
80分授業×4回＋演習 1回 17,600円 不要 

 
講習授業回数追加 

（2単位） 
80分授業×8回＋演習 2回 35,200円 不要 

 
講習授業回数追加 

（3単位） 
80分授業×12回＋演習 3回 52,800円 不要 

 

◆ 夏期講習でのご要望などございましたら、こちらにご記入ください。 

（授業回数追加分の教科のご要望についてもこちらにご記入をお願いいたします） 

ZOOMでのオンライン授業を希望される方は、その旨ご記入ください。 

 

■映像授業講座『ベーシックウイング』 

【表 3】映像授業講座『ベーシックウイング』を受講される場合は、受講コースに○をつけてください。 

受講コースに 

○印↓ 
コース名 受講時間（分）・回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 1教科受講コース 80分授業 × 6回＋α 13,200円 3,300円 

 2教科受講コース 80分授業 × 12回＋α 24,200円 3,300円 

 全教科受講コース 教科数・受講回数無制限 24,200円 
3,300円 
＋ テキスト代 

※ 上記の料金は、夏期講習期間限定の特別料金です（最大 6週間受講できます）。 

 
 

◆ 映像授業でのご要望などございましたら、こちらにご記入ください。 

（映像授業の受講教科・コースのご要望についてもこちらにご記入をお願いいたします） 
 

映像授業の自宅視聴を希望される方は、その旨ご記入ください。 

 

◆ 受講料（税込）の合計金額のご記入をお願いいたします。 

 

夏期講習受講料【表 1】 円 

◆ 受講料の納付方法をお選びください。 

【   現金持参  ・  口座振込  】 

 

講習回数追加料【表 2】 円 

映像授業受講料【表 3】 円 

合計金額（税込） 円 

 

別紙の希望調査シートにもご記入をお願いいたします 



 2022 夏期講習 受講申込書 （高校生/講習生用） 

生徒氏名 保護者氏名                      

下記の通り、2022夏期講習講座の受講を申し込みます。 

■夏期講習講座（個別指導） 

【表 1】通常授業に追加して受講を申し込む講座に○をつけてください。 

受講講座に

○印↓ 
講座名 授業回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 夏期高校数学（個別指導） 80分授業 × 4回 19,800円 3,300円 

 夏期高校物理（個別指導） 80分授業 × 4回 19,800円 3,300円 

 夏期高校化学（個別指導） 80分授業 × 4回 19,800円 3,300円 

 夏期高校英語（個別指導） 80分授業 × 4回 19,800円 3,300円 

※ ２講座以降受講される場合、2講座目以降の夏期講習諸費用は不要です。 

 

【表 2】夏期講習講座の授業回数を追加される場合は、追加される単位数に○をつけてください。 

単位数に 

○印↓ 
講座名 授業追加回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 
講習授業回数追加 

（1単位） 
80分授業 × 4回 19,800円 不要 

 
講習授業回数追加 

（2単位） 
80分授業 × 8回 39,600円 不要 

 
講習授業回数追加 

（3単位） 
80分授業 × 12回 59,400円 不要 

 

◆ 夏期講習でのご要望などございましたら、こちらにご記入ください。 

（授業回数追加分の教科のご要望についてもこちらにご記入をお願いいたします） 

ZOOMでのオンライン授業を希望される方は、その旨ご記入ください。 

 

■映像授業講座『ベーシックウイング』 

【表 3】映像授業講座『ベーシックウイング』を受講される場合は、受講コースに○をつけてください。 

受講コースに 

○印↓ 
コース名 受講時間（分）・回数 受講料（税込） 諸費用（税込） 

 1教科受講コース 80分授業 × 6回＋α 15,400円 3,300円 

 2教科受講コース 80分授業 × 12回＋α 28,600円 3,300円 

 全教科受講コース 教科数・受講回数無制限 28,600円 
3,300円 
＋ テキスト代 

※ 上記の料金は、夏期講習期間限定の特別料金です（最大 6週間受講できます）。 

 
 

◆ 映像授業でのご要望などございましたら、こちらにご記入ください。 

（映像授業の受講教科・コースのご要望についてもこちらにご記入をお願いいたします） 
 

映像授業の自宅視聴を希望される方は、その旨ご記入ください。 

 

◆ 受講料（税込）の合計金額のご記入をお願いいたします。 

 

夏期講習受講料【表 1】 円 

◆ 受講料の納付方法をお選びください。 

【   現金持参  ・  口座振込  】 

 

講習回数追加料【表 2】 円 

映像授業受講料【表 3】 円 

合計金額（税込） 円 

 

別紙の希望調査シートにもご記入をお願いいたします 

 



2022 夏期講習 希望調査シート 
氏名 

※ 通塾日に関するご要望をお伺いします。必ずご提出ください。 

① 下表の太枠内の通塾可能な時間帯すべてに〇印をつけてください。 

期間中の通塾可能な日程に〇印をつけてください。授業回数（お申込み講座数×4回）より多くご記入ください。 

ご希望の日程がございましたら、①・②・③…のように希望順に番号をご記入ください。 

みなさまのご希望に添った時間割にするために、できる限り多く〇印をご記入いただきますようご協力をお願いいたします。 

◆第１ターム（7/11～7/23） 

 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （月） （火） （水） （木） （金） （土） 

14:30～15:50 
 

    

 

祝日 

     

16:30～17:50 

演習 

質問 

対応 

    

15:30 
~16:50 

    

15:30 
~16:50 

18:30～19:50     

17:30 
~18:50 

    

17:30 
~18:50 

20:30～21:50     

19:30 
~20:50 

    

19:30 
~20:50 

◆第２ターム（7/25～8/13）この期間中は授業時間が変更となりますのでご注意ください。 

 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 8/1 8/2 8/３ ～ 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12 8/13 

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （月） （火） （水）   （月）   （火） （水） （木） （金） （土） 

10:30～11:50         

夏期休業日 

 

 
    

13:00～14:20          
    

15:00～16:20 

演習 

質問 

対応 

    

15:30 
~16:50 

演習 

質問 

対応 

  
   

15:30 
~16:50 

17:30～18:50     

 

  
    

19:30～20:50     

 

  
    

※ 8/2(火)の通常授業はありません。 

◆第３ターム（8/16～8/27） 

 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27 

（月） （火） （水） （木） （金） （土） （月） （火） （水） （木） （金） （土） 

14:30～15:50 

休
業
日 

 
       

  

数学

検定 

16:30～17:50 
 

   

15:30 
~16:50 

演習 

質問 

対応 

  

  

18:30～19:50 
 

   

17:30 
~18:50 

  

  

20:30～21:50 
 

   

19:30 
~20:50 

  

  

※ 8/27(土)は数学検定実施のため、授業は行いません。 

 

② 夏期講習の時間割につきまして、ご要望がございましたらご記入ください。 
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