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南山生の皆さんへ

夏期講習のお知らせ

拝啓 暑さも日に日に加わってまいりましたが、皆様方にはますますご

健勝のこととお喜び申し上げます。いよいよ長い夏休みがやってまいり

ます。

約 40 日間の夏休みを迎えるにあたり、「夏期講習」を実施させて頂きま

す。

ご承知の通り、学校の普段の授業進度は大変速く、毎日新しい事項を

次々と学習していきます。それらをじっくりと予習したり、復習したり

出来る時期は、年間を通じてこの夏休み以外はなかなかありません。

夏期講習の講座内容は、次ページの通り、学校の授業進度を十分に考慮

し、これまでに学習してきた重要単元の復習と二学期の先取り学習を行

います。

この夏にさらに実力アップをはかり、余裕をもって二学期が迎えられる

よう準備したいと考えております。

全員参加にて実施したいと思いますので､よろしくご理解くださいますよ

うお願い申し上げます。

８月度は、通常授業がありません。夏期講習

のみとなりますのでご了承下さい。
敬具



南男中１

夏期講習は二学期の先取り学習も含め実施します。

講座時間数、講座内容は以下の通りです。

欠席をしないようお願いします。

《講座内容と時間数》 各教科 100 分×12 日間

◇英語 1 日 100 分×12 日間   ◇数学 1日 100 分×12 日間

◆授業曜日、時間帯は別紙時間割を参照下さい。

英語 数学

①be 動詞, 一般動詞の文

名詞の複数形

②3人称単数現在形の文,

さまざまな疑問詞

①一次方程式・連立方程式

②連立方程式・不等式・図形と合同

※代数の 2学期第 3回定期考査の

テスト範囲までを学習します。

※講座内容は、学校の進度状況により変更する場合があります。

※各教科の「授業予定表」は後日生徒の皆さんに配布します。

【塾生講習受講料】講座費用は下記の通りです。(消費税別途)

《英語講座》 《数学講座》

100 分×12日間 100 分×12日間

31,000 円 31,000 円

※8 月分の通常授業料はありませんので、上記講習受講料のみとなります。

◇塾外生の受講料は、１教科につき 2,000 円(税別)の割増となります。



南男中２

夏期講習は二学期の先取り学習も含め実施します。

欠席をしないようお願いします。

《講座内容と時間数》 各教科 100 分×12 日間

◇英語 1 日 100 分×12 日間

◇数学  1 日 100 分×12 日間

◆授業曜日、時間帯は別紙時間割を参照下さい。

英語(1 日 100 分で 12 日間) 数学(1 日 100 分で 12 日間)

時制の総復習

助動詞・比較・文型・不定詞

※学校の進度により変更あり

相似な図形・円

2次関数・確率

※代数は学校進度により変更あり

※講座内容は、学校の進度状況により変更する場合があります。

※各教科の「授業予定表」は後日生徒の皆さんに配布します。

【塾生講習受講料】講座費用は下記の通りです。(消費税別途)

《英語講座》 《数学講座》

100 分×12日間 100 分×12日間

31,000 円 31,000 円

※8 月分の通常授業料はありませんので、上記講習受講料のみとなります。

◇塾外生の受講料は、１教科につき 2,000 円の割増となります。



南男中３

夏期講習は二学期の先取り学習も含め、以下の講座内容で実施します。

また、学校の授業進度次第で変更する場合もあります。

欠席をしないようお願いします。

《講座内容と時間数》 各教科 100 分×12 日間

◇英語 1 日 100 分×12 日間  ◇数学  1 日 100 分×12 日間

◆授業曜日、時間帯は別紙時間割を参照下さい。

英語(12 日間) 数学(12 日間)

現在完了

受動態

分詞

関係代名詞

三角比

集合と論証

2次関数

※講座内容は、学校の進度状況により変更する場合があります。

※各教科の「授業予定表」は後日生徒の皆さんに配布します。

【塾生講習受講料】講座費用は下記の通りです。(消費税別途)

《英語講座》 《数学講座》

100 分×12日間 100 分×12日間

33,000 円 33,000 円

※8月分の通常授業料はありませんので、上記講習受講料のみとなります。

◇塾外生の受講料は、１教科につき 2,000 円の割増となります。



南男高１

夏期講習は二学期の先取り学習も含め、以下の講座内容で実施します。

また、学校の授業進度次第で変更する場合もあります。

欠席をしないようお願いします。

《講座内容と時間数》 各教科 100 分×12 日間

◇英語 1 日 100 分×12 日間  ◇数学 1 日 100 分×12 日間

◇理科  1 日 100 分×12 日間  ◇ハイ英 1 日 100 分×12 日間

□授業曜日、時間帯は別紙時間割を参照下さい。

準拠英語 準拠数学 理科 ハイレベル英語

・関係詞復習

・分詞の用法

・仮定法

・定期考査の実力問

題に対応した問題

数と式

確率

2次関数

三角関数

図形と式

物理：

斜方投射、力のつり合い

運動の法則

力学的エネルギー

化学：

物質の構成と化学結合

物質の変化

重要問題をランダ

ム形式で演習・解

説

長文読解

※準拠講の座内容は、学校の進度状況により変更する場合があります。

※各教科の「授業予定表」は後日生徒の皆さんに配布します。

【塾生講習受講料】講座費用は下記の通りです。(消費税別途)
   複数受講割引は 3教科の場合 2,000円、4教科の場合 4,000円です。

英語 数学 理科 ハイレベル英語

100 分×12日間 100 分×12日間 100 分×12日間 100 分×12日間

33,000 円 33,000 円 33,000 円 33,000 円

※8 月分の通常授業料はありませんので、上記講習受講料のみとなります。

◇塾外生の受講料は、１教科につき 2,000 円の割増となります。



南男高２

夏期講習は、学校準拠講座と大学受験講座を実施します。

講座内容は以下の通りです。

大学受験準備の大切な時期となります。この高校 2 年生の夏休みに実力

向上を成し遂げましょう。欠席をしないようお願いします。

《講座内容と時間数》 各教科 100 分×12 日間

各教科 1日 100分で 12日間

◇英語  ◇理系数学  ◇文系数学  ◇理科

□授業曜日、時間帯は別紙時間割を参照下さい。

英語 理系数学 文系数学 理科

学校テキスト「英

語の構文」予習

受験英文法の演習

と解説

微分法・積分法・

複素数平面

微分法

積分法

ベクトル

波、電磁気

化学平衡

無機物質

※準拠講の座内容は、学校の進度状況により変更する場合があります。

※各教科の「授業予定表」は後日生徒の皆さんに配布します。

【塾生講習受講料】講座費用は下記の通りです。(消費税別途)
   複数受講割引は 3教科の場合 2,000円、4教科の場合 4,000円です。

英語 理系数学 文系数学 理科

100 分×12日間 100 分×12日間 100 分×12日間 100 分×12日間

33,000 円 33,000 円 33,000 円 33,000 円

※8 月分の通常授業料はありませんので、上記講習受講料のみとなります。

◇塾外生の受講料は、１教科につき 2,000 円の割増となります。



高 3 生の皆さんへ

夏期講習のお知らせ

拝啓 暑さも日に日に加わってまいりましたが、皆様方には益々ご健勝

のこととお喜び申し上げます。

いよいよ長い夏休みがやってまいります。約４０日間の夏休みを迎える

にあたり、夏期講習会を実施させて頂きます。

この時期での効果的な学習方法は「知識の定着」です。いろいろな講座

を取り、たくさんの講習を受けたとしても、それらの知識が使えるよう

になっていなければ良い成果は出ません。

「自分勉強」の時間を十分に確保することが大切です。

しっかりとした夏休み中の勉強計画を立て、それを淡々と実行していき

ましょう。

当塾の夏期講習を受講する際は、担当講師と相談の上、レベルや講座内

容などを判断し選択受講して下さい。よろしくお願い致します。

８月度は、通常授業がありません。夏期講習

のみとなりますのでご了承下さい。
敬具



南男高３

夏期講習は入試対策です。最後の実力養成講座となります。

欠席をしないようお願いします。

《講座内容と時間数》 各教科 100 分×12 日間

各教科 1日 100分で 12日間

◇ハイレベル英語  ◇スタンダード英語

◇理系数学     ◇文系数学

□授業曜日、時間帯は別紙時間割を参照下さい。

ハイレベル英語 スタンダード英語 理系数学 文系数学

過去問を使い、読解問題

を中心に、内容把握、英

文解釈問題の演習・解説

を行います。国公立・難

関私立両方の入試問題に

対応します。

センター試験レベル

の英文法、長文読解

を中心に学習してい

きます。

2 次試験レベルの重要

問題およびその類題を

演習・解説します｡

センター試験試レベル

の重要問題およびその

類題を演習・解説しま

す｡

※準拠講の座内容は、学校の進度状況により変更する場合があります。

※各教科の「授業予定表」は後日生徒の皆さんに配布します。

【塾生講習受講料】講座費用は下記の通りです。(消費税別途)
  複数受講割引は 3教科の場合 2,000円、4教科の場合 4,000円です。

ハイレベル英語 スタンダード英語 理系数学 文系数学

100 分×12日間 100 分×12日間 100 分×12日間 100 分×12日間

33,000 円 33,000 円 33,000 円 33,000 円

※8 月分の通常授業料はありませんので、上記講習受講料のみとなります。


