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７月２０日（月）より夏期講習会が始まります。 

夏期講習会期間中は、通常授業はお休みとなりますので、 
下記の授業を選んで受講してください。 

講習会費用は８月３日(月)に引き落とさせていただきます。 
 

※申し込み受付は７月１０日ＰＭ３：００より開始します。ご希望のコースを LINE、もしくはメールで 

（info@shift-ed.com）まで送ってください。 

※講習会は在籍者全員受講必須です。少なくとも一斉授業か個別指導のどちらかを受講してください。 

   （通常と夏期とで受講形式における変更は可能です） 

Ⅰ．一斉授業 

※中学生および高校生は、1 クラス最大 8 名までの少人数制一斉指導を行っております。 
※兄弟姉妹割引制度がございます。（2 人以上の兄弟姉妹が一斉授業を受講している場合、一斉指導を受講しているシフト生のなかで料金額の

一番高いシフト生以外の授業料を半額にさせていただきます。）  
※講習会のみの参加の場合、別途教材費をいただきます。 
※一斉授業の開講人数は 2 名以上です（例外あり） 

 
                                                                                                     

①小学生 一斉指導 （基礎学力を養成するクラスです。） 

※今年度は、通常授業の日程で実施いたします。（８月１０日（月）～１４日（金）の週はお休みです。） 

通常授業の曜日・時間に来塾ください。 

 

教科 日程 時間 

算数 7/21,28,8/4,18,25 17:00～17:50 

国語 7/22,29,8/5,19,26 17:00～17:50 

 

②中学生 一斉指導（安房、木更津、志学館など大学進学校を目指す学生対象のクラスです。） 

学年 日数 料金（税込） 科目 内容 日程 時間 

中１ 8 日間 29,700 円           ５科 

中１および小学校の既習範囲

を復習します。 

高校入試に向けての 

第一歩です！ 

７/30, 8/6, 20, 27 
19:00-20:50                
（50 分×2） 

8/1, 8, 18, 29 
18:00-20:50                
（50 分×3） 

中２ 8 日間 29,700 円 ５科  

中１および中２の既習 

範囲を復習します。 

基礎から入試への架け橋 

を考えています 

７/29, 8/5, 19, 26 
19:00-20:50           
（50 分×2） 

8/1, 8, 18, 29 
18:00-20:50                
（50 分×3） 

中３ 14 日間  84,700 円       ５科  

中 1 中 2 の復習そして 

数学などは中 3 の内容を 

終わらせて、入試勉強への準

備を始めます。 

７/28, 8/4, 25 
19:00-21:50           
（50 分×3） 

７/30, 8/6, 27 
19:00-20:50           
（50 分×2） 

8/10～12, 8/17～21 
9:00-14:20           
（50 分×5） 

＊中３生の 8/10～12 と 8/17～21 の日は昼休憩を挟みますので、昼食を持参ください。 



 

③高校生 一斉指導 （大学受験合格を目指す学生対象のクラスです。）  

学年 日数 料金（税込） 教科 内容 日程 時間 

高 1 

  

4 日間 19,800 円 数学 
教科書レベルから入試基礎 

レベルまでの架け橋をします 
７/20, 8/3, 17, 24 

19:00-21:50           

（50 分×3） 

4 日間 13,200 円 英語 
2 学期以降の予習を行います 

CE、英語表現ともに進めます 
７/24, 8/7, 21, 28 

19:00-20:50           

（50 分×2） 

 

学年 日数 料金（税込） 講座名 内容 日程 時間 

高３ 

4 日間 12,100 円 理系数学基礎 

入試基礎レベルの問題を使って総

復習します。特に「計算力」につい

てレベルアップを目指します 

７/24, 8/5, 19, 26 

18:00-18:50           

（24 のみ 

13:00-13:50） 

4 日間 12,100 円 英語基礎 

毎回英文法語法を☑しつつ 
2 学期の形式別問題対策に 

向けての準備をします。 

７/23, 8/6, 20, 27 

 

18:00-18:50           

 

５日間 30,250 円 大学入試物理 
電磁気学の後半を学習して 

全範囲を総復習します 

７/24, 8/8, 29 15:00-16:50 

 8/20, 21 16:00-16:50 

 

 

 

Ⅱ．個別授業（すべての学力層に対応したクラスです。） 

 以下の 2 コースのうちのいずれかを選択し、授業数（1 授業は 50 分です）と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 \19,800 \29,700 \39,600 \49,500 \59,400 \69,300 \79,200 \89,100 \99,000 \9,900
中１～３ \22,000 \33,000 \44,000 \55,000 \66,000 \77,000 \88,000 \99,000 \110,000 \11,000
高１～２ \24,200 \36,300 \48,400 \60,500 \72,600 \84,700 \96,800 \108,900 \121,000 \12,100

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 \24,200 \36,300 \48,400 \60,500 \72,600 \84,700 \96,800 \108,900 \121,000 \12,100
中１～３ \26,400 \39,600 \52,800 \66,000 \79,200 \92,400 \105,600 \118,800 \132,000 \13,200
高１～３ \30,800 \46,200 \61,600 \77,000 \92,400 \107,800 \123,200 \138,600 \154,000 \15,400

スタンダートコース

エクセレントコース


