
2022 夏期講習のご案内（詳細版）

2022/6/201

2022年 6月 20日

保護者各位

個別指導のスクール mio

根来教室 0736-62-3015 日根野教室 072-467-3017

しらさぎ教室 072-288-3019 三国ヶ丘教室 072-254-3017

2022 夏期講習のご案内（詳細版）

新しい学年が始まって 2ヶ月ほどが過ぎました。生徒の皆様は部活動や習い事、また勉強で忙しくさ

れることと思います。さて、7月下旬からスタートします夏期講習について下記にご案内いたします。

中学 3年生

公立高校入試制度では内申が重視されます。入試合格点に占める内申点（評定）の比率が和歌山県で

は約 40％、大阪府では 50％以上になる高校があります。この割合では入試本番で評定の劣勢を逆転す

るのは厳しくなります。それで内申点（評定）を確保することが公立志望校の合格に不可欠です。中学

3年生の評定は和歌山県では 2倍、大阪府では 3倍されます。中 3の 2学期定期テストは入試と同じほ

ど重要だと考えてください。評定や学校の復習（実力）テストで一定の成績を収めていないと、志望校

のランクを下げるよう学校で進路指導されます。特に大阪府の場合は内申点（評定）の比率が 30％であ

っても、入試問題が難しいので入試当日点では点差がつきにくくなっています。そのため内申点（評定）

を少しでも上げておかないといけません。

上記を踏まえて、すべての中 3生が学校の復習（実力）テストで結果を残すこと、そして評定に不安

がある生徒は本番で逆転できる実力をつけることが必要です。この夏に徹底して基礎学力を強化するこ

とをお勧めします。講習中はこれまでの復習を行なうようカリキュラムが組まれています。講習で基礎

を固めれば、秋以降の入試対策にスムーズに入れますし、成績の伸びも違ってきます。これまでの学習

内容があやふやだと感じるなら、個別指導を追加受講してください。まとめて苦手分野を復習できるの

は夏期講習だけです。それ以降はまとまった時間を取るのは難しくなります。

また英語や数学に比べ、国語・理科・社会の対策は遅れがちです。公立高校の合否は 5 教科全体の成

績で判断されます。英語・数学だけができても合格できませんし、逆に英語・数学が苦手でも他の教科

で挽回することは可能です。遅くとも夏休み中には理科・社会の対策を始めましょう。

中学全学年に「英単語とことん暗記教室」の受講を必修としています（キャンセルの場合は早めにお

知らせください。）英単語は英語力の基礎です。「英単語暗記教室」は中学 3年生以外も必修です。

中学 1・ 2年生

中学 1年・2年でも毎回の定期テストが入試に直結していることを意識しましょう。ゆとり教育への

反省のために学習指導要領が改訂され、定期テスト範囲が広がり難易度がアップしました。わからない

ことをそのままにしておくと、後で取り戻すのは難しくなっています。中学 1・ 2年の皆さんは夏休み

中に苦手分野やわからない点を整理・復習しておきましょう。秋からの成績アップを目指すなら、夏期

講習で個別指導を追加受講することをお勧めします。夏休み中は自宅でも十分な復習の時間を取りまし

ょう。どのように復習すればよいかわからない場合は担当講師が復習のための勉強方法やスケジュール

を具体的にアドバイスできます。
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新学習指導要領になってから、読解力・思考力が全教科で非常に重視されるようになりました。理科

や社会の入試問題でも記述問題が増加しています。理科・社会の中でも中 1・中 2の学習範囲を苦手と

する生徒も多いので、講習中に理科や社会も受講して、苦手をなくしておくことをお勧めします。

中学 1 年・2 年も「英単語とことん暗記教室」の受講を必修としています（キャンセルの場合は早め

にお知らせください。）早めからしっかり覚えることで、英語の実力が確実にアップします。

小学生

小学高学年になると、算数でつまずく生徒が増えてきます。中学になって数学が苦手だと感じる生徒

のほとんどは小学 4年・ 5年の算数でつまずいています。小学校で習ったことは、小学生の夏休みのう

ちに完ぺきに復習しておきましょう。算数が苦手だと感じている方は夏休み中に算数の授業を増やすこ

とをお勧めします。追加受講を希望される方は、教室までお申し込みください。1教科 4コマ単位でお

申し込みいただけます。また国語や英語を夏期講習中のみ受講するのもおすすめです。普段は忙しくて

習えない教科を夏休み中に集中的に勉強できます。

高校生

1学期の復習と 2学期の予習を行います。推薦入試など大学入試の選択肢を増やすためにも、まずは

定期テストで点数が取れるように対策を行います。夏休み中にじっくり予習・復習を行います。

■大切なご案内

スクール mio ではこの夏、2つの特別な期間限定キャンペーンを実施します。

★★★2022 夏の紹介入塾 特別キャンペーン（※全学年対象）★★★

6 月 20日～7月 31日の期間に、ご紹介いただいた方がご入塾いただいた場合、期間限定の特別なプ

レゼントを差し上げます。いつもよりも特典がパワーアップ！

紹介はお友達どうしでも、保護者様どうしでも、ごきょうだいでの紹介でも適用可能です。

●紹介してくれた方：最大 19,000 円相当のプレゼント！

①授業料 5,000円割引

②以下の夏期講習の授業の中からお好きなものを 2つまで受講無料（12,000円相当）

入試理科、入試社会、入試国語（または国語集中講座）、英単語とことん暗記教室、数学アップ会

※紹介者が小学生・高校生の場合、②の特典は対象外です。

③さらに商品券 2,000円プレゼント

※紹介者が小学生・高校生の場合、商品券 3,000円をプレゼントします。

●紹介された方：最大 45,000 円以上相当のプレゼント！

①入塾金（20,000円）が無料

②算数・数学 3ヶ月半額割引（9月から 11月まで）※割引額は学年によって異なります。

③以下の夏期講習の授業の中からお好きなものを 2つまで受講無料（12,000円相当）

入試理科、入試社会、入試国語（または国語集中講座）、英語アップ会、数学アップ会

※紹介されて入塾された方が小学生・高校生の場合、③の特典は対象外です。

④さらに商品券 2,000円プレゼント

※小学生が紹介されて入塾された場合、商品券 3,000円をプレゼントします。
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★★★2022 夏期講習 復習応援キャンペーン セット割引★★★

英語・数学・社会・理科・国語のオプション講座を 2講座以上受講すると、復習応援キャンペーン

でセット割引となります。

※対象講座：英語とことん暗記教室、入試対策理科・社会・国語、国語特訓講座、数学アップ会

1 講座受講 6,000 円…………セット割引なし

2講座受講 12,000 円…………10,000 円（2,000 円割引！）

3 講座受講 18,000 円…………14,000 円（4,000 円割引！）

4 講座受講 24,000 円…………18,000 円（6,000 円割引！）

5 講座受講 30,000 円…………22,000 円（8,000 円割引！）

6 講座受講 36,000 円…………26,000 円（10,000 円割引！）

※料金はいずれも税抜きです。

例えば……

●中学 3年の受講例：

英語・数学の個別指導＋入試対策理科・社会・国語＋英単語暗記教室を受講した場合

31,500円＋14,000円＋6,000円＝51,500円（税込 56,650円）

●中学 1年・ 2年の受講例

英語・数学の個別指導＋英単語暗記教室＋国語特訓講座＋数学アップ会を受講した場合

29,250円＋14,000円＝43,250円（税込 47,575円）

さらに！ オプション講座を受講すればその講座の自立学習（入試理科・社会・国語の演習）はコ

マ数無制限で参加可能です！

夏休みの復習・演習の量は、秋以降の成績アップに必ずつながります。

オプション講座のお申し込みは 2022年 7月 20日（水）までにお願いします！

★★★ 大切な点です。もう一度、ご確認ください ★★★

講習授業は全員参加です。講習中は通常授業はありません。講習授業のみとなります。

スクールmioでは一年間を通じてカリキュラムを組んでおり、通常授業では予習とテスト対策、講習

では復習を行なっています。成績アップには講習の受講が欠かせません。特別な事情がない限り、ぜひ

ご参加ください。（講習を受講しない場合、成績保証制度の対象外となります。）

講習中は授業の日程に融通を利かせることもできます。いつものスケジュールでは出席が難しい方は

早めにお知らせくだされば対応が可能です。ご安心ください。

講習中は、時間割が普段とは違います。必ず講習の時間割連絡をご確認ください。また講習中は通常

授業はありません。講習授業のみとなります。講習を受講しないと、講習中に授業はありません。

★重要：夏期講習料についてのご案内

・夏期講習料は標準的なプランをもとに 7月上旬にご請求いたします。実際の受

講プランと異なる場合は、請求金額を次回請求時に調整させていただきます。

・夏期講習料は弊社の銀行口座への振込（引き落としではありません）となります。

振込期限は 7月中旬の予定となっております。
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夏期講習期間のご案内

【講習期間】：2021 年 7 月 23 日（土）から 8 月 31 日（水）まで

※夏期休塾（お盆休み）：教室ごとに異なります。設定がない場合もあります。詳しくは通

塾されている教室にお尋ねください。

授業回数のご案内

■中学生

【受講パターン】

● 受講パターンは、1：2個別指導と 1：4個別指導の 2パターンありますが、夏期講習は 1：4個別

指導が基本となります。普段 1：2で個別指導を受講されている方も基本は 1：4に変更して十分な

授業数を確保するように計画しております。なお、どちらの受講パターンを受講するかについて、

個々の生徒様の事情を考慮して塾から提案させていただく場合もございます。

【受講回数】

● 1：4 個別指導 1 教科あたり 8 コマ必修。英語と数学を受講の場合は 16 コマ

● 1：2 個別指導 1 教科あたり 6 コマ必修。英語と数学を受講の場合は 12 コマ

● 中学生は全員に英単語とことん暗記教室の受講をお願いしています。難しい場合は、キャンセル

を教室まで早めにお知らせください。

● 中学 3 年生は全員に 5 教科の受講をお勧めします。入試対策講座・数アップ会の受講をして夏休

み中に入試に向けた対策を万全にしておきましょう。

● その他のオプション講座として、カンヅメ合宿などが開講予定です。

【ご注意】

● 講習中の授業の曜日と時間帯は、通常授業とは異なります。ご注意ください。

● 事前に出席を希望する日付・時間帯を確認いたします。その後、講習時間割を決定します。

● 夏期講習中の 1：2個別指導の欠席補講は 1：4個別指導にて対応いたします。

■小学生・高校生

【受講コマ数】

● 1 教科あたり 8 コマ （小学生は 40 分を 8 コマ。高校生は 80 分を 8 コマ）

【受講パターン】

● 受講パターンは、1：2個別指導のみです。

【ご注意】

● 講習中の授業の曜日と時間帯は、通常授業とは異なります。ご注意ください。

● 事前に出席を希望する日付・時間帯を確認いたします。その後、講習時間割を決定します。
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授業料のご案内

● 中学生 夏期講習授業料

1：2 個別も 1：4個別も授業料は同じです（税抜表示）

※1：2 個別指導は 1教科 6コマ。1：4個別指導は 1 教科 8コマ

中 1 中 2 中 3

1 教科 14,625円 14,625円 15,750円

2 教科 29,250円 29,250円 31,500円

3 教科 43,875円 43,875円 47,250円

● 小学生・高校生 夏期講習授業料

1：2個別指導授業料（税抜表示） ※1：4個別指導はありません。

ｓ小 3～小 6 高 1 高 2

4 コマ 4,000円 12,000円 13,000円

8 コマ 7,500円 23,000円 24,000円

12 コマ 11,000円 34,000円 37,000円

➣ 小学生は 40分授業、中学生・高校生は 80分授業です。

➣ 授業は 1教科につき 4コマ単位で増やせます。2コマ単位で増やしたい場合はご相談ください。

※理科、社会、国語の個別指導も追加できます

・講習中に理科や社会、国語の個別指導（英数同様の 1：2個別指導）を追加できます。

・理科・社会・国語の個別指導は設定コマ数に限りがあるため先着順とさせていただきます。
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オプション講座のご案内

※どのオプション講座にも定員がございます。定員に達し次第、募集が終了いたします。

※オプション講座には、「特別割引制度」があります。詳しくは上記の案内を御覧ください。

① 英単語とことん暗記教室

★中学生は全員受講です（キャンセルの場合は教室まで申し出てください）

中学全学年対象の英単語特訓授業です。中学の英語力は英単語の力で決まるとっても言い過

ぎではないくらい、とても大切です。英語の点数が伸びない原因のうち大きなものは、単語が

覚えられていないことにあります。とはいっても、英単語は自分ひとりではなかなか覚えられ

ないものです。みんなで一緒に取り組めば、暗記はもっとはかどります。

講座名 対象学年 回数 授業料（税抜）

英単語暗記教室 中学生全学年 6コマ 6,000円

➣ 英単語クラスの受講は個別指導で英語を受講している生徒に限ります。テキスト代はか

かりません。

➣ 詳しい日程は後日教室ごとにお知らせします。

➣ 申込者が少ない場合は開講しない教室もございます。ご了承ください。

② 入試対策理科、入試対策社会、入試対策国語

★希望者のみの受講です。（中学 3 年生対象）

★中学 3年の皆さんには理科・社会・国語の受講をぜひ受講してください。3教科受講すると特

別な割引があります。詳しくは上記の案内をご覧ください。

秋から入試問題に取り組めるように、理科と社会の中 2までの復習を行います。入試問題を

解くための基礎的な学力を固め、実力テスト対策も行います。教科によっては実力に応じて、

入試問題の演習も始めます。国語は文章読解の基礎を据え、入試問題にチャレンジします。

講座名 対象学年 回数 授業料（税抜）

入試対策講座

理科・社会・国語
中学生 3年

各 6コマ

（1教科あたり 6コマです）
6,000円

➣ テキストはフォレスタステップです。すでに持っている方はテキスト代はかかりません。

③ 国語特訓講座

★希望者のみの受講です。（中学 1 ・ 2年生対象）

★国語が苦手だけれど、勉強の仕方がわからない…という方は一度受講してみてください。

普段は英語と数学の勉強で手一杯でなかなか国語まで勉強する余裕は持てないものです。し

かし国語はあらゆる教科の基礎です。読解力はすべての教科の成績向上の鍵を握っています。

この講座では、映像授業を使いながら自己流で問題を解く癖をなくし、正しい筋道で考え、問

題を解く練習をします。

講座名 対象学年 回数 授業料（税抜）

国語特訓講座 中学生 1・ 2年 6コマ 6,000円

➣ テキストは学力に応じて変わります。購入する場合 1,000～2,000円の予定です。

④ 夏期数学アップ会（※通常の数学のアップ会とは別です）

★希望者のみの受講です。通常、数学のアップ会を受講されている方でも改めてお申し込み頂く

必要があります。

★夏期講習の数学のアップ会は中学生全学年にお勧めします。ぜひ受講してください。夏休みな
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ら、苦手なところをしっかり復習・演習する時間が取れます。普段はなかなかできない復習を

しっかりするチャンスです。

数学は積み上げ教科です。わからないまま先に進めません。講習の個別指導だけでは勉強が

不安な方、夏休みに一気にわからないところを解決したい方、この夏に学力をワンランク上に

アップさせたい方はぜひ数学のアップ会も受講なさってください。

講座名 対象学年 回数 授業料（税抜）

数学アップ会 中学生全学年 各 6コマ 各 6,000円

⑤ カンヅメ合宿（こちらはセット割引対象外です）

★希望者のみの受講です。（中学 3 年生対象。受講するための資格があります）

模擬試験、そして入試本番では長い時間集中して問題を解くことが求められます。そのために

は長い時間連続して学習する経験を積んでおくのは良いことです。また集中的に学習するメリ

ットを学びながら、みんなで一緒に集中的に学ぶことでモチベーションアップを目指します。

主に入試対策問題に取り組み、より実践的な対策を行います。5教科の入試対策問題を 2日間

で 16時間、集中的に学習する夏のイベントです。1クラス 4～6人程度の少人数個別指導形式

で行います。

講座名 対象学年 回数 授業料（税抜）

カンヅメ合宿 中学生 3年 12コマ 12,000円

➣ 授業は 2日間で 1日 6コマの予定です。詳しい日程は後日お知らせします。

➣ テキストはフォレスタ・ゴール（入試問題）を予定しています。すでに持っている方

はテキスト代はかかりません。

■ 大事なお知らせ

夏期講習はふだんとは違って長い時間、塾にいることになります。そのため、食事や休憩の時間

や時間を設定するようにします。疲れたりお腹がすいたりしますので食事や休憩は必要ですが、そ

うするときには必ず先生の指示に従ってください。自習中や授業中に、私語をする、スマホを操作

する、お菓子を食べる、ジュースを飲む生徒がいれば、夏期講習の途中であっても、通塾を断るこ

とがあります。机や壁などの備品に落書きをする生徒も、通塾を断ることがあります。楽しく、真

剣に勉強するために必要なルールです。メリハリを付けて勉強し、ルールを守って楽しく勉強しま

しょう。

以下、余白


