
２０１９年度 

 

シフト進学ゼミ☆シフトだより 

春期講習会 案内号 
 

 

 

３月２２日（金）より春期講習会が始まります。 

春期講習会期間中は、通常授業はお休みとなりますので、以下のいずれかの授業を選んでください。 

     お申し込み方法は、①メールで info@shift-ed.com  ②LINE 公式サイトにて ③電話 0470 – 28 -4180 

のいずれかで、申込みの希望をお伝えください。③はつながらないことが多いですのでなるべく①か②で 

よろしくお願いいたします。※申し込み受付は３月１１日（月）ＰＭ３：００より開始いたします。 

 

Ⅰ．一斉授業 

兄弟割引制度がございます。（2人目のお子様より半額にさせていただきます。）【一斉授業のみ】 

 

① 小学生 一斉授業 

学年 日数 科目 内容 料金（税込）  時間  日程 

新小学５年生 ６日間 

 

算数・国語 

 

小学４年生までの内容を復習します。 

また、余力があれば応用問題を用意し 

思考力の向上を図る予定です。 

\15,552 

 

15:０0-16:50 

（５０分×２） 

 

３/２５・２７・２９・４/１・３・５ 

 

学年 日数 科目 内容 料金（税込）  時間  日程 

新小学６年生 ６日間 

 

算数・国語 

理科・社会 

 

小学５年生までの内容を復習します。 

算数国語のみならず、理科社会の復習を 

することで、中学生に向けての基礎をより 

盤石なものにしていきます。 

\23,328 

 

14:０0-16:50 

（５０分×３） 
３/２９ 

15:０0-17:50 

（５０分×３） 
３/２５・２７・４/１・３・５ 

 

② 中学生 一斉授業 

  ※新中学 3 年生は現状定員に達しておりますので、キャンセル待ちのみ受付させて頂きます。 

  ※新中学 1 年生は一斉授業はございません。個別指導を受講して下さい。（4 月から一斉指導を開始させて頂きます） 

 

 

 

 

学年 日数 時間 科目 内容  料金（税込）  日程 

新中２ ６日間 
18：30-21：20 

(１８０分) 

 

国英数理社  

 

  

中学 1年生の復習を行います。特に理科社会

の時間数を多めにとり、2学期および 

3学期の復習、そして入試問題演習も行う 予

定でいます。 

\29,160    

３/２２・２６・２７ 

４/２・３・５ 

       

学年 日数 時間 科目 内容  料金（税込）  日程 

新中３ ６日間 
18：30-21：20 

(１８０分) 
国英数理社 

 中 2 までの内容での復習および入試演習を

行います。数学のみ中 3 の内容を進めて行く

予定です。 

\29,160 

３/２２・２６・２７ 

４/２・３・５ 

mailto:info@shift-ed.com


③ 高校生 一斉授業 

学年 日数 科目 内容 日程と時間 料金（税込） １日の時間 

新高２ 

２日間 英語 

 3 学期に行った英文法のおさらいを行い

ます。主に「分詞構文」「関係詞」をよてい

しております。 

３/２５・４/１（18：30-21：20） 

\25,920 

１８０分 

２日間 数学 

「三角比」「整数」を中心に、3学期の復習

および入試基礎問題を演習解説します ３/２３・２９（18：30-21：20） １８０分 

２日間 物理 

 安房高２年理系の１学期に学習する内容

を講義演習していきます。内容は力学の

基礎となる速度加速度、落下運動等です。 

３/２６・４/２（13：00-15：50） \16,848 １８０分 

２日間 化学 

 安房高２年理系の１学期に学習する内容

を講義演習していきます。内容は固体、気

体についてです。 

３/２６・４/２（9：00-11：50） \16,848 １８０分 

 

学年 日数 科目 内容 日程と時間 料金（税込） １日の時間 

新高３ 

２日間 英語 

 高 2英語で英文解釈について主要事項 

をお話ししましたが、この講習ではそこで 

伝えられなかった「省略」「名詞句」「記号」 

についてお話しします。 

３/２５・４/１（18：30-21：20） \22,680 １８０分 

３日間 

理系 

数学 

 数学Ⅲの極限、微分の基礎を学習してい

きます。年間を通じて、夏期講習会までに

数学Ⅲの内容を学習して、２学期以降は総

合演習を行う予定です。 

３/２３・４/３（15：00-17：50） 
\34,020 １８０分 

３/２８（13：00-15：50） 

４日間 物理 

 電磁気学の初めからコンデンサ回路を 

中心に講義解説していきます。こちらも 

理系数学同様に夏期講習会までに教科書

の内容を学習していきます。 

３/２２・２７・２９・４/５（15：00-17：50） \45,360 １８０分 

 

Ⅱ．個別授業 

 以下の 2 コースのうち、いずれかを選択し、教科選択をしてください。時間割は、担当講師と相談の上決定させて頂きます。 

  

・スタンダードコース：講師 1 人に生徒 2 人までつく指導。 

 ・エクセレントコース：講師 1 人に生徒 1 人までつく指導。  

 

８授業 １２授業 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ３２授業 ３６授業 ４０授業 ・・・ ４授業ごとに
小１～６ \19,440 \29,160 \38,880 \48,600 \58,320 \68,040 \77,760 \87,480 \97,200 \9,720
中１～３ \21,600 \32,400 \43,200 \54,000 \64,800 \75,600 \86,400 \97,200 \108,000 \10,800
高１～２ \23,760 \35,640 \47,250 \59,400 \71,280 \83,160 \95,040 \106,920 \118,800 \11,880

８授業 １２授業 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ３２授業 ３６授業 ４０授業 ・・・ ４授業ごとに
小１～６ \23,760 \35,640 \47,250 \59,400 \71,280 \83,160 \95,040 \106,920 \118,800 \11,880
中１～３ \25,920 \38,880 \51,840 \64,800 \77,760 \90,720 \103,680 \116,640 \129,600 \12,960
高１～３ \30,240 \45,360 \60,480 \75,600 \90,720 \105,840 \120,960 \136,080 \151,200 \15,120

スタンダートコース

エクセレントコース

 

                                 キリトリセン 

２０１９年 春期講習会  申し込み用紙 

 

氏名                       学年             一斉指導 ・ 個別指導 を希望します。（○をつけてください） 

     

 

希望コースおよび授業数                                                               


