
 

 

学年 時間 科目 日程 
塾外生 

受講料(税込) 
塾生 

受講料(税込) 

中３ 
１２：００～１６：００ 英・数・国・理・社 前期 ７/23・24・25・26・８/1・2・3・4・6・7・8・10・11・12 33,000円 28,600円 

１９：１５～２２：４５ 
土曜日は１３：００～ 

英・数・国・理・社 後期 ８/17・19・22・24・26・29・31 12,800円 11,000円 

中２ 

１９：００～２２：００ 英・数・国・理・社 前期 ７/23・24・25・８/1・2・3・4・6・7・8・10・11・12 23,100円 20,900円 

１９：１５～２２：２５ 
土曜日は１３：００～ 英・数・国・理・社 後期 

Ｓクラス ８/18・20・21・22・25・27・28・29 
11,500円 9,900円 

Ｋクラス ８/17・20・21・22・24・27・28・29 

中１ 
１６：１５～１８：４５ 英・数・国・理・社 前期 ７/23・24・25・８/1・2・3・4・6・7・8・10・11・12 19,800円 17,600円 

１９：１５～２２：２５ 
土曜日は１３：００～ 

英・数・国・理・社 後期 ８/17・20・21・22・24・27・28・29・31 11,500円 9,900円 

小学生 １７：００～１８：３０ 算数・国語  ８/1・3・4・6・7・10・11・12 9,400円 6,900円 

 

 

 

 

 

  

 

※後期は曜日によって時間帯が変更になる場合がございます。 

※中２の後期はクラスで日程が異なります 

前期：各科目、体系的な指導による総復習で、実力テスト･受験対策 
         中３生はこの夏からは本格的に受験勉強を始めなければなりません。受験勉強は期末テストの勉強方法とは違い、中 1や中 2の範囲もきっちり戻り 

学習することも重要です。学校の授業がストップしているこの夏休みにしっかり予習・復習を行い、しっかり受験に備えましょう！ 

               中１・中２生は、夏休み明け頃から難しい内容に入っていきます。これまでに習った内容をしっかりと理解しておくことが必要です。苦手科目や単元が 

ある子はこの機会に克服しましょう。 

後期：１学期期末テスト対策。１学期内容を学校毎の範囲で徹底復習 
                    今年は例年と違い、休みが終わると１学期の期末テストです。後期日程では、各学校毎の期末テスト範囲に特化した指導を行います。加茂ゼミにしかで 

きない長年蓄積された知識で、各科目のポイントを指導します。夜の対策授業に加え、土曜・日曜の昼の時間帯も特別対策を行います。中１生は初め 

ての期末テストで、４００点、４５０点を目指そう。中２・中３生は自己ベストを目指そう。 

 

 

① 夏期講習受講料が１０％引き 

② ７月中(７/１～２２)に２週間 

無料体験授業が受けられます 

  

 

① 入会金(13,200円)が無料 

② ７月授業料が半額 

③ 夏期講習が塾生受講料で 
受けられます 

２０２０年 夏期講習スケジュール 

６月中に夏期講習のみ申し込まれた方が対象です ６月中に入塾された方が対象です 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
  

 

■中学部 通常授業 学力別クラス編成 

学年 授業形式 曜日・時間 授業料(月額) 

中１ 
一斉授業 月・木 19：15～21：55 

18,000円 
個別フォロー 金 19：15～21：15 

中２ 
一斉授業 火・金(月・金) 19：15～21：55 

18,000円 一斉授業はクラスで異なります 

個別フォロー 木 19：15～21：15 

中３ 
一斉授業 水・土 19：15～22：15 

20,000円 
個別フォロー 月 19：15～21：15 

 

■小学部 通常授業 

学年 曜日 教科・時間 授業料(月額) 

小５ 
月・木 

(火・金) 

算数 17：00～18：00 算数(120分/週) 7,000円 

国語 (60分 /週 ) 3,500円 

英語 (90分 /週 ) 5,500円 

算・国(180分/週) 9,500円 

算・英(210分/週)11,500円 

算・国・英(270分/週)13,500円 

国語 18：00～18：30 

小６ 
火・金 

(月・木) 

算数 17：00～18：00 

国語 18：00～18：30 

無学年 
水 

(火・金) 
英語 17：00～18：30 

 「中３土曜受験講座」 毎週土曜日開講 

           前期：科目選択自由  後期：５科目必須 

※上記金額はすべて税別  ※入塾の際、入会金、年間維持費、教材費が別途必要となります。 入会金：12,000 円 (紹介生 半額、OB・兄弟生 無料)  

 年間維持費：中学生 12,000 円/年 小学生 6,000 円/年 comiru 利用費 600 円/月 教材費：中 3： 11,000 円 中 1・2： 8,000 円  

小学生：算・国 1,500 円 英語 1,000 円 

 

加茂ゼミナールの指導方針、授業の特長などの説明はもち

ろん、高校受験に関する情報や心構えなどをお話しします。

夏期講習の内容についても詳しく説明いたしますので、ぜ

ひご参加ください。 

6/22(月)～ 7/10 (金) 
場所 加茂ゼミナール本部校   

14：00～18：00でご都合のよい日時を 
お知らせください。 

 

 

 
 

その①ヤル気っ子に居心地のよい空間 
必ず成果を上げるため、授業中の私語やヤル気のない態

度は許しません。お互いに高め合う集団が加茂ゼミの一
斉授業です。 

その②「わかる」から「できる」を徹底 

 各学年、各教科板書によるわかりやすい説明→問題演習
＋机間巡視→問題解説。自分で「できる」まで授業内で徹

底反復演習。 

その③質の高さ×学習量の多さ 
他に類を見ない質・量ともに充実した本格的夏期講習で、
受験に必要な集中力、忍耐力、積極的に取り組む姿勢を身

に付けさせます。 

 
 

 

たくさんのお申込み・お問い合わせを頂いております。 

いつからでも始められますが、希望の曜日・時間帯が埋

まらないうちに早めにお申し込みください。 
 

月～金曜日１５：３０～１７：３０の間で選べる 

週に１回６０分間授業 
科目は算数か国語どちらか１つ 

月額３，３３０円！ 
兄姉と同時通塾の場合、 

さらに３割引きで 月額2,330円！ 
 

 
学童感覚で 

来てください！ 

選択科目 時間帯 

英語 １２：００～１３：３０„９０分‟ 

数学 １３：３５～１５：０５„９０分‟ 

理科 １５：１０～１６：１０„６０分‟ 

社会 １６：１５～１７：１５„６０分‟ 

国語 １７：２０～１８：２０„６０分‟ 

 

 

 

  

 

【実施校舎】 加茂ゼミ本部校 

【期間/回数】 „前期)２０２０年６月１３日～７月１８日   „後期)２０２０年９月～ 

今回の前期土曜合格講座では、過去の岐阜新聞テストの問題を単元ごとにまとめた

テキストを使用し、中１、中２内容を中心に既習範囲を確実に仕上げていきます。これによ

り、９月の時点で学習内容の定着度が大幅に向上し、基礎を固めた上で後期土曜合格講

座に向かうことができます。後期では、過去の入試問題を解いていくことで、学力完成の

みならず、入試問題にも慣れ、時間配分や得点の取り方まで、総合力完成へと導きます。 

このように、生徒が確実に第一志望合格を勝ち取るために、あらゆる入試状況に対応

できる確かな“実力”と、揺るぎない“自信”を身につけていけるように指導してまいりま

す。通常授業と合わせまして、この「入試対策：土曜合格講座」を、ぜひご受講ください。 

  

選択科目 時間帯 

２科目 
„英・数‟ 

１２：００～１５：０５ 

３科目 
„理・社・国‟ 

１５：１０～１８：２０ 

５科目 １２：００～１８：２０ 

 

詳細については直接 TEL„２５－８７５０‟までお問い合わせください。 

           

 

 

① 講師・生徒すべてのマスク着用 
② 入室前後のアルコール消毒に 
よる手洗い 

③ 各教室内の清掃・換気 

 

 
 

２回目以降からの参加も可能
です。回数割になります。 

１クラス最大１５

名までとし、生徒

の座席配置を右

の図のようにし

て、間隔を約 1.5

ｍ離します。 

約 1.5ｍ 

約 1.5ｍ 

 

受験中に自然に浮かんできた 

塾長のゴロ合わせ！ 

岐山高校 理数科 水野 愛斗くん(西中出身) 
  

いざ公立受験の日になって、社会のテストのときの並びかえの問題で手が止まった時
に、土曜講座での塾長の独特なゴロ合わせの年号の覚え方が頭の中に浮かび、問題が
解けたときは本当に塾長に心の中で感謝しました。 

 

 

得意を伸ばし、苦手を克服。 

関高を狙える学力に！ 

関高校 田畑 顕奈さん(坂祝中出身) 
 

私は、中学３年生のはじめのころは中学の先生に、テストの点数をもう少しとらないと
関高校は厳しいと言われていました。しかし、加茂ゼミに入ったことによって、関高校を
狙える学力まで向上させることができました。今までテスト期間でないと勉強にしっかり
取り組むことができませんでした。そして苦手なところをそのままにしてしまい点数が悪
い時が何度もあって、関高校を受けようとは思っていませんでした。でも、加茂ゼミで学
校の授業の復習・予習をするだけでなく、期末テスト対策・土曜講座を通して、全教科に
力を入れて学習を進められたので、得意教科をさらに伸ばし、苦手教科も少しずつ克服
できたと思います。そして関高校を受験し、合格できました。とても嬉しかったです。加茂
ゼミに入って良かったです。 

 

 

※ 前回の折り込みで、田畑さんの高校名に誤りがございました。関高校に進学です。 
訂正とお詫びをさせていただきます。申し訳ございませんでした。 
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