
学年 実施日 時間帯 内容 担当 時間(分) 回数 一般生 会員生

小１～６
7/24(水)、31(水)、
8/7(水)、8/21(水)

14:30～16:00

速聴読ですいすい読書した後、
書き方のプロが丁寧に説明している

動画を見ながらテキストを埋めていきます。
最後に原稿用紙にまとめると完成です。

石橋 90 4 ¥9,000 ¥7,200

小1～3 15:00～16:00 講師 60 4 ¥9,200 ¥8,000

小4～6 16:20～17:50 講師 90 4 ¥13,800 ¥12,000

学年 実施日 時間帯 内容 担当 時間(分) 回数 一般生 会員生

7/23(火)、30(火)、
8/６(火)、8/2０(火)

10:30～11:50
現状でチャレンジできる

総合問題にチャレンジします
石橋 80 4 ¥8,000 ¥6,400

7/25(木)、8/1(木)
8/8(木)、8/22(木)

11:00～11:50 検査Ⅰ(期間中の通常講座とは別内容) 石橋 50 4 ¥5,000 ¥4,000

学年 実施日 時間帯 内容 担当 時間(分) 回数 一般生 会員生

中1・2
【定員4名】

8/11(日)・18(日)
17:00～18:40
19:00～20:40

※夏の課題テスト対策としてテストを行い
解説、テスト直しまでしていただきます。

石橋 200 2 ¥8,000 ¥6,000

中１・２
理系

【苦手克服講座】
【予習講座】

日
7/21(日)、28(日)、8/4(日)

8/11(日)、18(日)

13:00～13:50
14:00～14:50
15:00～15:50

講師１：生徒２の個別指導で行います
左の日程から自由にお選びください。

石橋 50 1 ¥1,750 ¥1,500

学年 クラス 期 実施日 時間帯 内容 担当 時間(分) 回数 一般生 会員生

13:00～13:50 中1【比例・反比例①②・図形①②】 ¥5,000 ¥4,000

14:00～14:50 中2【連立方程式①②・1次関数①②】 ¥5,000 ¥4,000

15:00～15:50 中1【地層・地震・光・音】 ¥5,000 ¥4,000

13:00～13:50 中2【図形の性質・証明①～③】 ¥5,000 ¥4,000

14:00～14:50 中2・3【確率・規則性・式の計算・平方根】 ¥5,000 ¥4,000

16:00～16:50 中2【人体・天気・電流①②】 ¥5,000 ¥4,000

15:00～15:50 【長文読解・英文法　　基礎～標準編】 講師 50 2 ¥2,500 ¥2,000

16:00～16:50 【古典対策】 講師 50 2 ¥2,500 ¥2,000

15:00～15:50 【長文読解・英文法　標準～応用編】 講師 50 2 ¥2,500 ¥2,000

16:00～16:50 【重要テーマ対策】 講師 50 2 ¥2,500 ¥2,000

8/25(日) 13:00～18:00
試験問題・範囲は、基礎学に準拠しております。自
分の実力を知り、基礎学の予想模試としても最適で
す。

石橋
13:00～
18:00

1

理系
【苦手克服講座】

【予習講座】
日

7/21(日)、28(日)、8/4(日)
8/11(日)、18(日)

13:00～13:50
14:00～14:50
15:00～15:50

講師１：生徒２の個別指導で行います
左の日程から自由にお選びください。

石橋 50 1 ¥1,750 ¥1,500

学年 クラス 曜日 実施日 時間帯 内容 担当 時間(分) 回数 一般生 会員生

高１ 14:00～14:50 古典・漢文 ¥9,000 ¥8,000

高２ 15:00～15:50 古典・漢文 ¥9,000 ¥8,000

高３ 13:00～13:50 古典・漢文 ¥9,000 ¥8,000

18:00～18:50 英語 ¥9,000 ¥8,000

19:00～19:50 数学 青山 50 4 ¥9,000 ¥8,000

高１ 数学予習 金
7/26(金)、8/2(金)
8/9(金)、8/23(金)

17:00～17:50
講師１：生徒２の個別指導で行います
左の日程から自由にお選びください。

石橋 50 1 ¥2,250 ¥2,000

7/21(日) 【数A】場合の数・確率 ¥3,600 ¥3,200

7/28(日) 【数Ⅰ】図形の計量(三角比) ¥3,600 ¥3,200

8/4(日) 【数B】ベクトル ¥3,600 ¥3,200

8/11(日) 【数B】数列 ¥3,600 ¥3,200

8/25(日) 【数Ⅱ】微分積分 ¥3,600 ¥3,200

学年 実施日 時間帯 内容 担当 時間(分) 回数 一般生 会員生

7/27(土)、8/3(土) 14:30～15:50

8/20(火)、26(月) 17:00～18:20

◇申込み締切日 / 7/20(土)まで

◇申込み方法 / 締切日までに夏期講習会申込書をお持ちいただくか、お電話にてお申込みください。

クラス

探求創造型

高２
新大学入試対応
共通テスト対策

月

中3

数学
【基礎学対策①】

理科
【基礎学対策①】

数学
【基礎学対策②】

理科
【基礎学対策②】

城ノ内中受験
【総合】

城ノ内中受験
【検査Ⅰ】

※テストの状況によっては補習として別の日にお越しいただきます。

松岡 50

夏の応援価格

【クラス指導】

【個別指導】夏期講習会期間中の追加希望がある方は、申込み書の追加希望欄にお書きください。

クラス

費用(税抜)

費用(税抜)

7/23(火)、30(火)、
8/６(火)、8/2０(火)

高２・３

50石橋

4

8/10(土),24(土)

読書
感想文完成

4

数学復習
【テーマ別】

日

費用(税抜)

クラス

※テキストは持ち込み(解答有)もしくは当塾の英検対策講座のアプリをご購入されるか当塾のテキストをご購入頂く事も可能となります。

¥3,000

一般生用 夏講諸経費

国語

英検3・準2・２級対策
無学年

【定員4名】
英検の1次試験対策を行う講座となります。※ ¥8,000¥9,600480講師

英語【基礎学対策①】

国語【基礎学対策】

英語【基礎学対策②】

社会【基礎学対策】

7/27(土),8/3(土)

◇費用納入方法 / 　【一般生の方】　弊社指定の口座に受講終了後2週間以内にお振込ください。※恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。

7/24(水)、31(水)、
8/7(水)、8/21(水)

「学ぶ意欲」、「学び続ける力」を
育む探求創造型学習となります。

お問い合わせ・お申し込み先 / Share Study Lab.住吉校　088-660-0101

  2019年 Share Study Lab. 【住吉校】　夏期講習会

小６

費用(税抜)

費用(税抜)

会員生用
留意点

夏期講習会期間中も通常講座は通常通りございます。
期間中の通常講座の変更希望がある場合、7/１４(日)までにご連絡ください。

費用(税抜)

　　　　　　　　 　【会員生の方】　9月度の通常講座授業料と合算にて9月末にご請求いたします。

クラス

理科・数学【夏テスト】

※￥3,000(税抜)

7/25(木)、8/1(木)
8/8(木)、8/22(木)

ご紹介された方

夏の応援価格

ご兄弟・ご友人の方をご紹介いただき、
ご紹介者の方が夏講の授業を合計

7,000円(税込)以上申し込まれると

夏のご紹介キャンペーン

ご紹介者の方 図書カード1,000円分

図書カード1,000円分、さらに7/31までに申し込まれると諸経費が無料

7/22(月)、29(月)
8/5(月)、19(月)

基礎学模試
【徳島県統一模試】

※受講科目数に関わらず、夏期講習会期間中で
お一人様1回頂戴するようになります。

1鈴江 8017:00～18:20

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

15 16 17 18 19 20 21 5 6 7 8 9 10 11

22 23 24 25 26 27 28 12 13 14 15 16 17 18

29 30 31 1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25

※お盆休みは自習室も利用できません。ご了承ください。

7・8

月

【夏期講習会日程表】

A期

B期 D期

①期

お盆休み

C期

②期
8・9

月


