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２０２２年 石井進学塾の夏期講習の運営方針 

「人生のステージを上げる夏期講習」 

この夏の頑張りで、キミの見る世界が大きく変わる。 

「志望校をワンランク上げる」「学校の成績を一気に伸ばす」ことだって可能。

それだけ、今いるキミのステージが大きく上がるのです。成長し、 

笑顔になり、自分至上「最高」の夏を体験しよう！」。完全オーダーメイドの 

カリキュラムで『圧倒的な成績ＵＰ』をお約束します。 

－夏期講習のご案内に向けて－ 

「夏休みくらい勉強を忘れて伸び伸び過ごしたい！」とは、よく聞くセリフです。 

でもこのセリフには一つ間違いがあります。忘れて良いのは「勉強」ではなく、「学

校の規制」です。夏休みとは、学校に縛られず、日々の生活を自分でコントロールする

ことを学ぶ絶好の機会なのです。「自然と触れ合うこと」も、「読書に励むこと」も、「前

期の総復習をすること」も「受験準備に埋没すること」も、全て自分から能動的にコン

トロールして、日々を充実したものにする場なのです。 

「勉強」も「部活」も「自然」も「読書」も、どれも子ども達にとっては同様に大切

なものです。どれも真剣に向かうべきものです。「夏休みだから勉強を忘れよう」、「夏

休みだから、ゲームを思う存分にしよう」ということではありません。 

現学年の夏休みは一生に一度しかありません。小学５年生には小学５年生の過ごし方

があり、受験生には受験生の過ごし方があります。それぞれ一人一人にとって、「一生

に一度の夏休み」です。夏休みが終わったときに、「良い夏休みを過ごした。」「夏休み

を通してまた大きく成長できた。」「夏休みに頑張ったから受験に向けて自信がついた。」

と言える自分だけの夏休みにしましょう。 

子ども達は日々成長の過程にあります。夏休みという貴重な期間にその歩みを止めて

いいはずがありません。いや、全ての草木、動物がそうであるように、夏こそ成長の時

期。子ども達にとって最も勉強に適した季節なのです。 

石井進学塾の夏期講習に参加して、人生のステージを上げましょう！ 
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－学校名で人生は変わらないが、 

自ら努力できる人は自らの人生を変える力を持つ－ 

 

夏休みは無駄に過ごせばあっという間ですが、何かを成すには十分な時間です。 

そして、人生が変わる瞬間というのは、テレビドラマや映画のようにドラマティック

なものではなく、地道な日常の中に潜んでいます。 

夏休みは君が変わるために与えられたチャンスです。石井進学塾の夏期講習は、その

ために存在します。 受講終了後、君たちが得るのは「確かな学力」と「学習意欲」と

いう名の最強アイテムです。それさえ獲得できれば恐いものは何もない！ 

きっと、君の人生を切り拓く大きな武器となります。そして、「どれだけ工夫しても

時間が足りない」というくらい忙しい夏休みを過ごしてほしいと思います。 

 

夏期講習参加者には、これまでの成績や志望校、苦手単元を事前にしっかりヒヤリン

グし、各人がするべきことをオーダーメイドのカリキュラムで提案させていただきます。

また塾で勉強を指導するだけでなく、勉強のやり方や家庭学習についてもこれまで以上

にしっかり指導していきます。これにより時間を有効に使った効果的な講習が期待でき

ます。意欲的に取り組みさえすれば、必ず学力アップできるものと確信しています。 

 

私は本気で塾生たちの「大化け」を狙っています！ 
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２０２２夏期講習概要 

その１ 

１コマは６０分です。なぜ６０分なのかというと… 

①  集中力を持続させるため 

夏の暑い中９０分を続けてすると、中には集中力が切れてくる生徒も出て

きます。これを６０分にし、昼間は５分程度休憩してからまた６０分す

る。これの方が間違いなく中身の濃い学習ができると考えました。 

②  たくさんの科目や単元を受講しやすくするため 

コマ数を増やすことにより、詳細に科目や単元のカリキュラムを組むこと

ができます。これによって、より各生徒に合わせたきめ細かいカリキュラ

ムを組むことができます。 

その２ 

中・高生のほとんどの生徒は「ＯＫ学習法」にて行います。 

ＯＫ学習法とは、ワークの問題を解けるようになるまで、ひたすら解き直

す学習法です。繰り返し学習することで、理解が定着します。各個人の目

的、参加日数、時間によって課題は異なりますが、与えられた課題をとに

かく解けるようになるまで学習してもらいます。 

その３ 

受験生は家庭学習や自習にて行うことを細かく指示します。 

受験生は夏期講習のコマ数だけの勉強では物足りません。やってほしい事を

全て提案すると１００コマくらいになり、かなり高額になってしまいます。 

中には夏期講習２０万円とかを提案してくる塾もあると聞きましたが、家庭

や自習でできるものは、できるだけそちらでやってほしいと考えています。 

ただし何をやってよいか分からないという生徒には、細かく指示します。 



4 

２０２２年度石井進学塾の夏期講習は… 

①「あなたにとって必要なことを行うこと」 

②「完璧に課題を理解すること」 

③「結果を出すこと」 

この３つにこだわります！ 

 

■■■２０２２年度 夏期講習■■■ 

※１コマ＝６０分授業となります。詳細は申込書をご確認下さい。 

２学期制の中学生は前期期末テスト、中３生はそれに加え実力テストで結

果を出してもらいます。９月のテストは高校受験に重要な内申点を獲得するため

に、最も重要になるテストです。 

そして、７月～８月に実施される夏期講習は、内申点ＵＰのための「最大にして最

後のチャンス」です。夏期講習への参加は、定期試験対策・内申点対策としては必須

のカリキュラムだと考えています。 

例年クラブなどを理由に夏期講習に参加しなかった中１・２生の中で、９月のテス

トでかなり成績を落とした生徒が数名いました。今年はこのような事がないように、

極力参加を促したいと考えています。 

夏期講習は参加日数や学習時間の差が、そのまま成績を左右することが予想されま

す。極力、夏期講習提案書に合わせたお申し込みをお願い致します。 

 

なぜなら… 

人生のステージを上げる夏期講習 

だからです！ 
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燃えろ！夏の講習会 

サマープロジェクト２０２２ コース紹介 

●元気な小学生コース● 
この夏期講習では、参加する生徒の弱点やこれからの勉強において必要なことを学習し

てもらい、２学期以降の成績アップに繋げていきたいと考えています。 

また普段の塾ではできない能力開発や、漢字などの講座を用意させて頂いています。 

是非とも夏期講習に参加し、弱点を克服し、レベルアップして２学期に臨んで下さい。 

 

学年 コース 料金(税込) コース内容 

小学生 

完全サポートコース 

(計２０コマ) 
２９,０００円 

算数を中心に国語や能力開発など多

くの科目をやり、総合的にレベルアッ

プを図ります。 

小学生 

ノーマルコース 

(計１５コマ) 
２２,５００円 

必要な科目のレベルアップを図りま

す。２～３講座はできると思います。 

小学生 

ライトコース 

(計１0 コマ) 
１５,５００円 

算数に絞って学習するか、２科目くら

いを学習し、レベルアップを図ります。 

小学生 

スーパーライトコース 

(計５コマ) 
８,０００円 

なにか１つに絞って、その科目でのレ

ベルアップを図ります。 
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受講例 

１．算数 

算数に不安のある生徒にとってこの夏休みはとても大切です。学校の授業がないこの

時期に、これまでの理解不十分なところをしっかり学習し、不安をなくしましょう。 

その分野ができていないと後々困るところから学習してもらいます。 

また、学校で習った１学期の算数の学習範囲の復習を行います。よくできている場

合は２学期の予習を行います。 

２．能力開発 

普段の塾で、文章問題を徹底して学習することはあまりありません。そこで、文章

問題に絞った教材を使い学習を進めます。また「頭の体操」的な演習も行い、能力

開発に繋げていきます。 

３．国語 

国語の読解力を養成します。 

４．作文と言葉 

今の小学生は全員センター試験から共通テストへの移行期間４年ではなく、本格的

な新制度に移行します。その際大切なのは作文力です。自分の考えを表現できる力

がないと、入試において苦戦する可能性が高いです。今夏是非、作文力を付けて下

さい。 

５．英語＆英検対策 

英語を全くやったことのない生徒は、アルファベットから練習します。 

ある程度やっている生徒は、英検対策の問題集で学習してもらいます。 

６．飛び級コース 

飛び級コースで使用している教材にて、どんどん学校授業の先取り学習をしてい

きます。ますます先取りできることとなるでしょう。 
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●燃える中学生コース● 
 

中１・中２生の皆様へ 

この夏期講習では、参加する生徒の弱点や前期期末テストにおいて必要なことを徹底的

に学習してもらい、夏休み以降の成績アップに繋げていきたいと考えています。 

是非とも夏期講習に参加し、弱点を克服して前期期末テストに臨んで下さい。 

３学期制の生徒には苦手分野を中心に、各人のやるべきことをご提案させて頂きます。 

 

学年 コース 料金(税込) コース内容 

中１、中２ 

超特訓 

コース 

(計 4０コマ) 

６５,０００円 

４０コマ以上来てもらい、全科目成

績アップを目指します。 

大化け間違いなしのコースです。 

中１、中２ 

全科目完全サポート 

コース 

(計３０コマ) 

５１,０００円 

実力養成と期末テスト対策を全科目

行います。 

中１、中２ 

強化科目完全サポート 

コース 

(計２０コマ) 

３５,０００円 

重点的に学習したい科目を３～４科

目選び、実力養成と期末テスト対策

を行います。 

中１、中２ 

強化科目テストサポート 

コース 

(計１０コマ) 

１８,０００円 

重点的に学習したい科目を２科目ほ

ど選び、実力養成又は期末テスト対

策を行います。 
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受講例 

中１ 英語 

１．英語基礎 

早くも英語に嫌気がさしている生徒のために、英語嫌い（苦手）になりつつある原

因を解明し克服していきます。また前期期末テスト対策も行います。 

２．英語応用＆前期期末テスト対策 

これまでの英語が理解できている生徒のために、実力養成と前期期末テスト対策を

行います。 

3．英検対策 

１０月又は来年の２月に英検を受験しようと思っている生徒のために、英検対策の

問題集を使い学習を進めます。希望される場合は面談の際にお申し出下さい。 

中１ 数学 

４．数学基礎 

正負の数と文字式の計算ができないと、これからの数学がますます分からなくなる

のは目に見えています。今しかチャンスはありません。まず正負の数と文字式の計

算ができるように指導します。それができたら前期期末テスト対策も行います。 

５．数学応用＆前期期末テスト対策 

これまでの数学が理解できている生徒のために、実力養成と前期期末テスト対策を

行います。 

中１ 国語・理科・社会 

６．前期期末テスト対策 

通常の塾ではあまり学習しない国語・理科・社会の前期期末テスト対策を行います。

期末テストの範囲を徹底的に学習することになります。 
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７．国語読解力養成講座 

国語の読解力を養成します。国語力の中でも読解力と筆記力は学習しにくいと言わ

れますが、高度な学習を実現するには絶対に必要です。豊かな感性を身につけるの

に読書は有効な手段ですが、それだけでは試験が求める読解力は身につきません。 

試験が求める読解力の育成には秘訣があります。それは、試験で問われる１８項目

を学力の成長に応じてスパイラルに演習することです。また、筆記力も演習を続け

ていく中で論理的な文章の構成の仕方が見えてきます。あとは、実践問題で磨きを

掛ければ小論文も含めて大学受験までの学力は完成できます。１８項目とは以下の

内容です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※理・社の期末対策はフォレスタを使います。家や塾での自習で解説動画を見てもらっ

てから塾で問題演習を行います。これによって勉強時間や指導時間も効果的に確保で

き、成績アップもかなり期待できると考えています。 
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中２ 英語 

１．英語基礎 

「正直言って、英語が苦手」という生徒はこの夏、ぜひ何とかしましょう。 

英語ができない原因は、ずばり中１英語の理解不足にあります。中１の文法からや

り直します。並行して前期期末テスト対策も行います。 

２．英語応用＆前期期末テスト対策 

これまでの英語が理解できている生徒のために、これまでの文法事項の実力養成を

少しして、前期期末テスト対策を行います。 

3．英検対策 

１０月又は来年の２月に英検を受験しようと思っている生徒のために、英検対策の

問題集を使い学習を進めます。希望される場合は面談の際にお申し出下さい。 

中２ 数学 

４．数学基礎 

「中１で習った数学に自信がない」というあなた、もう１度１年生からの大切なと

ころをやり直します。それが出来るのはもうこの夏だけです。最低限できてほしい

分野に絞り学習します。並行して前期期末テスト対策も行います。 

５．数学応用＆前期期末テスト対策 

これまでの数学が理解できている生徒のために、これまでの復習を少し行ない、前

期期末テスト対策を徹底的に行います。 
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中２ 国語・理科・社会 

６．前期期末テスト対策 

通常の塾ではあまり学習しない国語・理科・社会の前期期末テスト対策を行います。

期末テストの範囲を徹底的に学習することになります。 

７．国語読解力養成講座 

国語の読解力を養成します。詳しくは「中１の国語読解力養成講座」をご覧下さい。 

 

※中１・中２生の理・社の期末対策はフォレスタを使います。家や塾での自習で解説動

画を見てもらってから塾で問題演習を行います。これによって勉強時間や指導時間も効

果的に確保でき、成績アップもかなり期待できると考えています。 

  



12 

中３生の皆様へ 

中３生にとって、この夏休みの過ごし方で、その後のあなた方の人生が大きく変わるとい

っても言い過ぎではありません。冒頭でも記載しましたが、４０日間という時間は無駄に過

ごせばあっという間ですが、何かをなすには十分な時間です。 

高校受験は君が変わるために与えられたチャンスです。残された半年を駆け抜けるため

の「真の実力」を石井進学塾の夏期講習で手にしましょう。受講終了後、今年の夏期講習の

メインテーマである「大化け」しているあなたがいることでしょう。 

 

学年 コース 料金(税込) コース内容 

中３ 

超特訓コース 

（計６０コマ） 
１０２,０００円 

６０コマ以上来てもらい、全科目成績

アップを目指します。 

大化け間違いなしのコースです。 

中３ 

全科目完全サポート 

コース 

(計４５コマ) 

８１,０００円 
実力養成と期末テスト対策を全科目

行います。 

中３ 

強化科目完全サポート 

コース 

(計３０コマ) 

５７,０００円 

重点的に学習したい科目を３～４科

目選び、実力養成と期末テスト対策

を行います。 

中３ 

強化科目テストサポート 

コース 

(計１５コマ) 

３０,０００円 

重点的に学習したい科目を２～３科

目ほど選び、実力養成又は期末テ

スト対策を行います。 
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受講例 

中３ 英語 

１．英語基礎 

高校入試の８０％は、中３の１学期までに習った範囲から出題されることをご存知

ですか？これまでに何回となく、学校や塾でやってきた範囲ばかりです。全く新し

いことを習うより随分負担は軽いはずです。その分、「絶対ものにしてやるぞ！」

という強い意志で臨んで下さい。英文法を理解することが中心になります。 

並行して前期期末テスト対策も行います。 

２．英語応用＆前期期末テスト・実力テスト対策 

前期期末テストの範囲と実力テスト対策を徹底的に行います。受講回数の多い生徒

は長文読解の演習も行います。 

中３ 数学 

３．数学基礎 

実テ、模試、入試は、実は基本問題と基本問題の組み合わせが中心です。それを知

らないばかりに、あれやこれやとむやみやたらに手をつけてしまい、結局なにも身

に付いていないという事態に多くの受験生が陥っています。この事態をいち早く打

開し、この夏、基本問題なら確実に点を取れるように指導します。 

並行して前期期末テスト対策も行います。 

４．数学応用＆前期期末テスト・実力テスト対策 

基本はＯＫ！でも応用問題が・・・というあなたは、解法テクニックを知らないだ

けです。それを知るだけで、みるみる問題が解けるようになります。ぜひ解法テク

ニックを覚えて下さい。方程式の応用、一次関数、図形、確率の中から重要問題を

厳選しテキストを編集します。実力テスト、高校入試に大いに役立つことでしょう。 

並行して前期期末テストの範囲と実力テスト対策を行います。 
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５.松阪高校理数科対策 

松阪高校理数科の前期合格を狙うためには、夏休みからしっかり対策する必要があり

ます。これまでの過去問から確実に出題される、「一次関数・二次関数」、「証明問題」

「連立方程式・２次方程式の応用」に絞り、テキストの中から厳選した問題を、講習を

通して完璧にしてもらうことで実力アップを図ります。 

なお、松阪高校普通科、宇治山田高校・伊勢高校・鈴鹿高専・鳥羽商船を狙う生徒にも

対応しています。 

中３ 国語 

６．前期期末テスト＆読解力養成対策 

中学校になると国語の勉強はあまりしないと思いますが、国語のテストで点を取る

ための基本をフォレスタステップ又はフォレスタゴールを使って学習します。また

前期期末テスト対策も行います。 

中３ 理科 

７．前期期末テスト・実力テスト対策 

前期期末テストの範囲と実力テストにこだわり、その分野を徹底的に学習します。 

また苦手分野もしっかり学習してもらいます。 

中３ 社会 

８．前期期末テスト・実力テスト対策 

前期期末テストの範囲と実力テストにこだわり、その分野を徹底的に学習します。 

 

※理・社の期末対策はフォレスタを使います。家や塾での自習で解説動画を見てもらっ

てから塾で問題演習を行います。これによって勉強時間や指導時間も効果的に確保

でき、成績アップもかなり期待できると考えています。 
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●黙々と頑張る高校生コース● 

高校１・２年生 私立中学生 保護者各位 

この夏期講習では、参加する生徒の弱点やこれからの勉強において必要なことを相談の

上、徹底的に学習してもらい、９月以降の成績アップに繋げていきたいと考えています。 

是非とも夏期講習に参加し、弱点を克服して２学期に臨んで下さい。 

 

学年 コース 料金(税込) コース内容 

高校生 

私立中 

超特訓コース 

(計４０コマ) 
７６,０００円 

自習は無料ですので、ほぼ毎日来て、

自分の課題を徹底的に学習してもらい

別人に生まれ変わるコースです。 

高校生 

私立中 

完全サポートコース 

(計３０コマ) 
６０,０００円 

事前打ち合わせで決めた受験に必要な

科目を徹底的に学習してもらいます。 

高校生 

私立中 

強化科目サポートコース 

(計２０コマ) 
４２,０００円 

自分の課題科目を中心に、学習しま

す。 

学校の宿題や自習もサポートします。 

高校生 

私立中 

学校・受験勉強 

サポートコース 

(計１０コマ) 

２２,０００円 

英語か数学（又は両方）を徹底的に学

習します。 

学校の宿題や自習もサポートします。 
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受講例 

「ひたすら英文法」 

この夏休みに徹底的に英文法を学習してもらいます。早くも英文法がわからなくなっ

てきた高１生、英文法に自信のない高２生は是非やってみて下さい。 

※この趣旨で学習する生徒のために特別講座も用意させて頂きました。 

「数学のこの問題だけはできるようにしておこう」 

高校数学は全ての問題をやろうと思ったら、時間がかかりすぎて勉強効率がかなり悪

くなります。そこで塾長が、テストに出やすい問題、これがわからないと後々尾を引

く問題を、チョイスしたオリジナルプリントを用意します。 

高１生は数学Ⅰの「数と式」、「二次関数」、数学Ａの「場合の数と確率」から、高２生

は数学Ⅰ全部、数学Ⅱの微分・積分を除く全ての範囲と数学Ａの「場合の数と確率」

から、厳選した問題を選びます。これらの問題を完璧にすることで、実力テストや模

擬試験の得点アップ、今後習う分野への橋渡しが期待できます。 

私立中の生徒は、夏期用のハイレベルな問題集を使い、学習をします。 

「学校数学予習講座」 

高校数学の成績アップには、学校の予習は不可欠です。 

学校での授業進路が止まっている夏休みに、たっぷり予習をして２学期の成績アップに

繋げましょう。 

「高２生共通テスト対策講座」 

高２生は、２０２４年の受験に向けて数学ⅠＡの勉強をしてもらいます。 

この勉強で共通テストの傾向がわかり早めに対策を立てることができます。 

「宿題お助け講座」 

夏休みの宿題を塾で手助けします。 

 



17 

高校３年生 保護者各位 

高３生は、「個別オーダーメイド」にて、受講者の希望する科目、単元をテキストや

プリントにて学習します。 

学年 コース 料金(税込) コース内容 

高３生 

超特訓コース 

(計６０コマ) 
１３９，５００円 

６０コマ以上来てもらい、全科目成績ア

ップを目指します。 

大化け間違いなしのコースです。 

高３生 

完全サポートコース 

(計４５コマ) 
１１２,５００円 

自習は無料ですから、ほぼ毎日来て、

自分の課題を徹底的に学習してもらい

ます。 

高３生 

強化科目サポートコース 

(計３０コマ) 
８１,０００円 

自分の課題科目を中心に、２－４科目

学習します。学校の宿題や自習もサポ

ートします。 

高３生 

学校・受験勉強 

サポートコース 

(計１５コマ) 

４５，０００円 

１-２科目を徹底的に学習します。 

学校の宿題や自習もサポートします。 

推薦対策、三重高校統一テスト対策・ 

受験勉強の支援を行います。 

 

受講例 

「高３生共通テスト対策講座」 

高３生は、現時点のレベルに合わせた共通テスト対策の参考書・問題集を使い、共通テス

トで高得点が取れる実力をつけていきます。 

「個別オーダーメイド」 

受講者の希望する科目、単元をテキストやプリントにて学習します。 


