
ＫＬＣセミナー庭瀬校
３つのこだわり

■ ライブ授業だから気づく変化

ICT教材や映像授業が主流となりつつある現在も、庭
瀬校はライブ授業にこだわり続けています。ライブ授業
だからこそ気づく子どもたちの変化や成長。うなずいたり、
笑ったり、時には首を傾げたり、そんな子どもたちの仕草
を講師は見逃しません。

■ ほめられる、もっとやる

子どもたちの「モチベーション」。これが成績アップには
不可欠です。いつもいつも注意されたり、怒られてばか
りでは、子どもたちの「モチベーション」は低下したままで
す。ちょっとしたことでも、子どもたちの変化に気づきほめ
てあげる。こうした積み重ねが子どもたちを大きく変えて
いきます。

■ 自立学習を促す指導

庭瀬校では、宿題や丸つけのやり方、やり直しの仕方、
家での勉強のアドバイスなど様々な指導を行います。そ
れは最後は「自立学習」をしてもらいたいから。最終的に
はご家庭で一人で学習できるようにならなければいけま
せん。そのために、庭瀬校では、子どもたちに必要以上
に手をかけてつきっきりで教えたり、わからない問題をす
べて教えたりすることはありません。自分で途中まで解い
てみる、家でここまでやってみる…など自立学習へ向け
た指導とアドバイスを実践しています。



小学英語コース（小１生～小６生対象）

４コマ受講 ８コマ受講 １２コマ受講

特別料金
（セミナー生）

5,500円 8,800円 12,100円

一般料金
（一般生）

7,700円 12,100円 16,500円

小学英語コースは無学年進級式の教材を使用しますので、どの
お子さまも自分のレベルに合ったところからスタートできます。
また、ジュニアコースの季節講習は従来のテキストではなく、
それぞれの学年のテキストを用いて、学校内容の復習に取り組
みます。

※テキスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

４５分×４回・８回・１２回の受講 ご希望の日時・時間帯を設定できます。

指導日・時間帯
7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 8/1 8/2 8/3

月 火 水 木 金 月 火 水

① 14：00～14：45

② 15：00～15：45

指導日・時間帯
8/4 8/5 8/18 8/19 8/22 8/23 8/26 8/29

木 金 木 金 月 火 金 月

① 14：00～14：45

② 15：00～15：45

ジュニアコース（小１生～小３生対象）

※上記日程の中から４コマ、８コマまたは１２コマお選び下さい。

※授業開始前までにご連絡いただいた欠席に関しては、振替授業を実施いたします。ご希望の日時をお伝えください。

※講師の都合上ご希望の日時で対応できない場合がございますので、ご了承下さい。

※ジュニアコースは国語と算数の回数を自由に決めていただくことができます（小学英語コースは英語のみ）。



小学４年生（受験）

【講座内容】

前期 国語：物語・説明文など 算数：角と角度 わり算 折れ線グラフ 大きな数など

中期 国語：詩・物語・説明文など 算数：小数 垂直と平行 計算のきまり がい数など

後期 国語：作文 総合演習など 算数：総合演習など

国語・算数 各60分×12回 特別講座210分 実力テスト・テスト直し

前期 7/25（月）～7/28（木）

算数 10：00～11：00（60分）
国語 11：10～12：10（60分）

中期 8/1（月）～8/4（木）

後期 8/18（木）・19（金）・22（月）・23（火）

特別講座
わくわく理科実験 8/8（月） 10：00～11：30（90分）

理社のまとめ 9/5（月）または 9/6（火） 17：00～19：00（120分）

補習 7/30（土）・8/6（土）・8/24（水） 10：00～12：00

実力テスト 8/25（木） 10：00～11：30

テスト直し 9/3（土） 10：00～12：00

※欠席された場合は補習の日にご参加下さい。

※テスト直しは直しが終わった時点で終了となります。お子さまによって終了時間が異なります。

※特別講座は補習や振替がございません。スケジュールをご確認の上お申し込み下さい。

※特別講座の「理社のまとめ」は9/5と9/6は同じ内容です。どちらかご都合のよい日にご受講下さい。

国語・算数
（前・中・後期）

国語・算数
（いずれか2期）

理科実験 理社のまとめ

特別料金
（セミナー生）

26,400円 19,800円 3,300円 4,400円

一般料金
（一般生）

31,900円 24,200円 3,300円 5,500円

小学４年生はまだまだ難しいことに取り組む必要はありません。
読み・書き・計算の大きな土台を築くこと、楽しみながら勉強
すること、自分でやり直しができるようになることを目的とし
ています。基本的な内容からやや発展的な内容まで様々なレベ
ルの問題を取り扱います。

※テキスト代・テスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

特別講座：① わくわく理科実験 ：凸レンズの性質を学び、望遠鏡を作成します（内容は変更になる場合あり）

特別講座：② 理社のまとめ ：１学期の要点のまとめ



小学５年生（進学）

※欠席された場合は補習の日にご参加下さい。

※テスト直しは直しが終わった時点で終了となります。お子さまによって終了時間が異なります。

※特別講座は補習や振替がございません。スケジュールをご確認の上お申し込み下さい。

※特別講座の「思考力養成講座」は9/1と9/2は同じ内容です。どちらかご都合のよい日にご受講下さい。

国語・算数
（前・中・後期）

国語・算数
（いずれか2期）

理社のまとめ 思考力養成講座

特別料金
（セミナー生）

26,400円 19,800円 7,700円 4,400円

一般料金
（一般生）

31,900円 24,200円 9,900円 5,500円

小学５年生の進学クラスは、単に問題を解くだけでなく、
宿題ややり直しができているかにこだわってみていきます。
２学期は重要単元が多く登場します。ここまでの復習を
しっかり終わらせて２学期に臨むことが大切です。

※テキスト代・テスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

国語・算数 各60分×12回 特別講座360分 実力テスト・テスト直し

前期 7/25（月）～7/28（木）

国語 10：00～11：00（60分）
算数 11：10～12：10（60分）

中期 8/1（月）～8/4（木）

後期 8/18（木）・19（金）・22（月）・23（火）

特別講座
理社のまとめ 8/9（火）・8/10（水） 10：00～12：00（120分×2日）

思考力養成講座 9/1（木）または 9/2（金） 17：00～19：00（120分）

補習 7/30（土）・8/6（土）・8/24（水） 10：00～12：00

実力テスト 8/25（木） 10：00～11：30

テスト直し 9/3（土） 10：00～12：00

【講座内容】

前期 国語：物語・説明文など 算数：４年生の復習など

中期 国語：詩・随筆文・論説文など 算数：小数のかけ算・小数のわり算・直方体と立方体など

後期 国語：作文 総合演習など 算数：倍数と約数・分数のたし算・合同な図形・総合演習など

特別講座：① 理社のまとめ ：１学期の要点のまとめ

特別講座：② 思考力養成講座 ：算数の思考力を養い、楽しさを実感する演習



小学５年生（受験）

※欠席された場合は補習の日にご参加下さい。

※テスト直しは直しが終わった時点で終了となります。お子さまによって終了時間が異なります。

※特別講座は補習や振替がございません。スケジュールをご確認の上お申し込み下さい。

国算適性ⅠⅡ
（４科セット）

国語・算数
（２科セット）

受験４科のまとめ

特別料金
（セミナー生）

36,300円 28,600円 14,300円

一般料金
（一般生）

41,800円 33,000円 17,600円

小学５年生の受験クラスは初めて見る問題をどう考えるのか、
今まで学習した知識をどう使うのかなど1問1問考えて解くこと
を重視しています。また、やり直しに力を入れることをこの夏
で定着させていきます。

※テキスト代・テスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

適性ⅠⅡ 各60分×４回 国語・算数 各60分×10回 特別講座480分 実力テスト・テスト直し

適性ⅠⅡ 7/25（月）～7/28（木）
適性Ⅰ 10：00～11：00（60分）
適性Ⅱ 11：10～12：10（60分）

国語・算数
8/1（月）～5（金）・8（月）
8/18（木）・19（金）・22（月）・23（火）

算数 10：00～11：00（60分）
国語 11：10～12：10（60分）

特別講座
受験4科のまとめ

8/20（土）・26（金）・9/1（木）・2（金）
8/20・26 ：10：00～12：00（各120分）
9/1・2 ：17：00～19：00（各120分）

補習 7/30（土）・8/6（土）・8/24（水） 10：00～12：00

実力テスト 8/25（木） 10：00～11：30

テスト直し 9/3（土） 10：00～12：00

【講座内容】

適性Ⅰ：天気や地形・ものの性質と姿・電気と磁石など 適性Ⅱ：日本の気候・日本の農業・日本の食料生産など

算数 ：合同や対称な図形・規則性・立体図形・比例と反比例など

国語 ：説明文・物語文・随筆文の記述演習など

特別講座： 受験４科のまとめ ：文法・規則性・資料の読み取り・実験の考察など各教科
入試頻出事項をピックアップしての徹底演習



小学６年生（進学）

※欠席された場合は補習の日にご参加下さい。

※テスト直しは直しが終わった時点で終了となります。お子さまによって終了時間が異なります。

※特別講座は補習や振替がございません。スケジュールをご確認の上お申し込み下さい。

国語・算数
（前・中・後期）

国語・算数
（いずれか2期）

理社のまとめ 思考力養成講座

特別料金
（セミナー生）

26,400円 19,800円 7,700円 4,400円

一般料金
（一般生）

31,900円 24,200円 9,900円 5,500円

小学６年生の進学クラスは、基礎学力の完成とやり直しの
徹底をテーマに復習を多く取り入れ、苦手単元を克服して
いきます。ここまでの復習をしっかり終わらせて２学期に
臨むことが大切です。

※テキスト代・テスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

国語・算数 各60分×12回 特別講座360分 実力テスト・テスト直し

前期 7/25（月）～7/28（木）

国語 10：00～11：00（60分）
算数 11：10～12：10（60分）

中期 8/1（月）～8/4（木）

後期 8/18（木）・19（金）・22（月）・23（火）

特別講座
理社のまとめ 8/9（火）・8/10（水） 10：00～12：00（120分×2日）

思考力養成講座 9/7（水） 17：00～19：00（120分）

補習 7/30（土）・8/6（土）・8/24（水） 10：00～12：00

実力テスト 8/25（木） 10：00～11：30

テスト直し 9/3（土） 10：00～12：00

【講座内容】

前期 国語：物語・説明文など 算数：５年生の復習など

中期 国語：詩・随筆文・短歌・俳句など 算数：文字を使った式・分数の計算・速さの公式と分数など

後期 国語：文法・作文 総合演習など 算数：円とおうぎ形・比・拡大と縮小など

特別講座：① 理社のまとめ ：１学期の要点のまとめ

特別講座：② 思考力養成講座 ：算数の思考力を養い、楽しさを実感する演習



小学６年生（受験）

※欠席された場合は補習の日にご参加下さい。

※テスト直しは直しが終わった時点で終了となります。お子さまによって終了時間が異なります。

※特別講座は補習や振替がございません。スケジュールをご確認の上お申し込み下さい。

国算適性ⅠⅡ
（４科セット）

国語・算数
（２科セット）

面接練習＋適性チャレンジ

特別料金
（セミナー生）

42,900円 35,200円 17,600円

一般料金
（一般生）

49,500円 39,600円 22,000円

夏に圧倒的な演習量をこなした後は、２学期からは、いよいよ実際
の適性検査へ向けての予想問題や総合問題に取り組んでいきます。
この夏は数多くの問題にあたり、多くの知識を吸収して下さい。

※テキスト代・テスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

適性ⅠⅡ 各60分×４回 国語・算数 各60分×12回 特別講座600分 実力テスト・テスト直し

適性ⅠⅡ 7/25（月）～7/28（木）
適性Ⅱ 10：00～11：00（60分）
適性Ⅰ 11：10～12：10（60分）

国語・算数
8/1（月）～5（金）・8（月）～10（水）
8/18（木）・19（金）・22（月）・23（火）

国語 10：00～11：00（60分）
算数 11：10～12：10（60分）

特別講座
面接練習会・適性検査チャレンジ

8/20（土）・26（金）・31（水）
9/5（月）・7（水）

8/20・26 ：10：00～12：00（各120分）
8/31・9/5・7 ：17：00～19：00（各120分）

補習 7/30（土）・8/6（土）・8/24（水） 10：00～12：00

実力テスト 8/25（木） 10：00～11：30

テスト直し 9/3（土） 10：00～12：00

【講座内容】

適性Ⅰ：身のまわりの自然現象や環境など 適性Ⅱ：日本の国土や工業、産業の発展など

算数 ：整数の性質・割合と速さ・論理と条件・平面図形と立体図形など

国語 ：説明文・物語文・随筆文の記述演習など

特別講座： 面接練習会・適性検査チャレンジ

面接練習会は自分の言葉でどうやって伝えるか、模擬面接を繰り返し行いながらアドバイスをします。
また、適性検査チャレンジは実際の適性検査に挑戦し、その後解説とやり直しを行います。



中学１年生

理社 各75分×４回 国数英 各60分×10回 特別講座240分 実力テスト・テスト直し

国数英

7/22（金）・25（月）・27（水）・29（金）
8/1（月）・3（水）・5（金）・8（月）
8/19（金）・22（月）

昼・夜ご都合のよい時間帯で受講可能です

国語 13：30～14：30（60分）
数学 14：40～15：40（60分）
英語 15：50～16：50（60分）

国語 18：00～19：00（60分）
数学 19：10～20：10（60分）
英語 20：20～21：20（60分）

共通クラス
理社

7/23（土）・30（土）・8/6（土）・20（土）
理科 19：00～20：15（75分）
社会 20：25～21：40（75分）

大安寺クラス
数英

7/22（金）・7/29（金）・8/5（金）
8/19（金）・9/2（金）

英語 18：50～20：10（80分）
数学 20：20～21：40（80分）

特別講座
方程式特訓 8/31（水）
英文法特訓 9/7（水）

19：30～21：30（各120分）

補習 8/10（水）・8/23（火） 13：30～16：30 または 18：00～21：00

実力テスト 8/24（水） 13：30～16：00 または 18：00～20：30

テスト直し 9/3（土） 13：30～16：00 または 18：00～20：30

中学１年生の２学期は非常に学力差が付きやすい時期で
す。夏期講習では１学期の復習と２学期の予習を行い、
自信を持って２学期を迎えていただきます。

※欠席された場合は補習の日にご参加下さい。

※補習・テスト・テスト直しはご都合のよい時間でご参加下さい。

※テスト直しは直しが終わった時点で終了となります。お子さまによって終了時間が異なります。

※特別講座は補習や振替がございません。スケジュールをご確認の上お申し込み下さい。

※理社の授業は全中学校共通クラスとなります。

国数英理社
（５科セット）

国数英
（３科セット）

大安寺４科
（数英理社）

大安寺２科
（数英）

特別講座

特別料金
（セミナー生）

41,800円 36,300円 35,200円 20,900円
2講座：7,700円
1講座：4,400円

一般料金
（一般生）

48,400円 42,900円 45,100円 27,500円
2講座：9,900円
1講座：5,500円

※テキスト代・テスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

【講座内容】

国語：物語・説明文・詩・短歌・俳句・古文など

数学：小学校の復習・正負の数・文字と式・１次方程式など

英語：I like～ Do you～ What is～ 複数形 canの文 一般動詞など

※大安寺数学・英語はこれまで学習した内容のハイレベル演習と２学期の予習内容中心

理科：花のつくりとはたらき・種子植物の分類・セキツイ動物と無セキツイ動物など

社会：世界の姿・世界の人々の生活と環境・人類の誕生と文明・日本の成り立ちなど

特別講座： ①方程式特訓 ：１次方程式の文章題の徹底演習

②英文法特訓 ：一般動詞と三単現のSの徹底演習



中学２年生

理社 各75分×４回 国数英 各60分×10回 特別講座360分 実力テスト・テスト直し

国数英

7/22（金）・26（火）・28（木）・29（金）
8/2（火）・4（木）・5（金）・9（火）
8/18（木）・19（金）

昼・夜ご都合のよい時間帯で受講可能です

英語 13：30～14：30（60分）
数学 14：40～15：40（60分）
国語 15：50～16：50（60分）

英語 18：00～19：00（60分）
数学 19：10～20：10（60分）
国語 20：20～21：20（60分）

共通クラス
理社

7/23（土）・30（土）・8/6（土）・20（土）
社会 19：00～20：15（75分）
理科 20：25～21：40（75分）

特別講座
方程式特訓 8/29（月）
英文法特訓 8/31（水）
理科計算特訓 9/7（水）

19：30～21：30（各120分）
※数英は標準と基礎の２クラス編成

補習 8/10（水）・8/23（火） 13：30～16：30 または 18：00～21：00

実力テスト 8/24（水） 13：30～16：00 または 18：00～20：30

テスト直し 9/3（土） 13：30～16：00 または 18：00～20：30

中学２年生の夏期講習は１年生の復習と２学期の予習です。特に差が
付きやすい数英理に関しては現在の学力からレベルアップすることを
目的に特別講座をご用意しましたので、ぜひご活用下さい。

※欠席された場合は補習の日にご参加下さい。

※補習・テスト・テスト直しはご都合よい時間帯でご参加下さい。

※テスト直しは直しが終わった時点で終了となります。お子さまによって終了時間が異なります。

※特別講座は補習や振替がございません。スケジュールをご確認の上お申し込み下さい。

国数英理社
（５科セット）

国数英
（３科セット）

特別講座

特別料金
（セミナー生）

41,800円 36,300円
3講座：11,000円
2講座： 7,700円
1講座： 4,400円

一般料金
（一般生）

48,400円 42,900円
3講座：14,300円
2講座： 9,900円
1講座： 5,500円

※テキスト代・テスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

【講座内容】

国語：物語・説明文・詩・短歌・俳句・古文など

数学：１年の復習・式の計算・連立方程式・１次関数など

英語：過去形・過去進行形・未来の文・助動詞・不定詞・動名詞など

理科：１年の復習・分解と化合・酸化と還元・生物と細胞など

社会：日本の地域区分と九州地方・安土桃山時代・江戸幕府と鎖国・産業の発達など

特別講座： ①方程式特訓 ：連立方程式の文章題の徹底演習（AクラスとBクラスの２クラス編成で行います）

②英文法特訓 ：単元名を伏せた完全実力演習（Bクラス）と不定詞・動名詞など重要文法の復習（Aクラス）

③理科計算特訓：圧力・浮力・地震や化学反応による計算など計算問題に特化した演習



中学３年生

理社 各75分×４回 国数英 各60分×12回 特別講座600分 志望校判定テスト・テスト直し

国数英

7/25（月）～ 7/28（木）
8/1（月）～ 8/4（木）
8/8（月）・8/9（火）
8/18（木）・8/22（月）

昼・夜ご都合のよい時間帯で受講可能です

【Bクラス】 【Aクラス】
英語 13：30～14：30（60分） 数学 13：30～14：30（60分）
数学 14：40～15：40（60分） 国語 14：40～15：40（60分）
国語 15：50～16：50（60分） 英語 15：50～16：50（60分）

英語 18：00～19：00（60分） 数学 18：00～19：00（60分）
数学 19：10～20：10（60分） 国語 19：10～20：10（60分）
国語 20：20～21：20（60分） 英語 20：20～21：20（60分）

理社
7/23（土）・7/30（土）
8/6（土）・8/20（土）

【Bクラス】 【Aクラス】
社会 19：00～20：15（75分） 理科 19：00～20：15（75分）
理科 20：25～21：40（75分） 社会 20：25～21：40（75分）

特別講座 10単元マスター 8/11（木）・27（土）
13：00～19：00（各60分×５×２日）
※途中休憩あり

補習 8/10（水）・8/23（火） 13：30～16：30 または 18：00～21：00

志望校判定
テスト

8/24（水） 9：00～13：30 または 14：00～18：30

テスト直し 9/3（土） 13：30～16：30 または 18：00～21：00

いよいよ受験生の夏です。この夏は圧倒的な演習量を消化するとともに継続し
て学習する習慣を身につけることを目標とします。特別講座では、各教科得点
差が大きい分野を集中的に学習することで、さらに得点アップを目指します。

※欠席された場合は補習の日にご参加下さい。

※補習・テスト・テスト直しはご都合よい時間帯でご参加下さい。

※テスト直しは直しが終わった時点で終了となります。お子さまによって終了時間が異なります。

※特別講座は補習や振替がございません。スケジュールをご確認の上お申し込み下さい。

国数英理社
（５科セット）

国数英
（３科セット）

特別講座

特別料金
（セミナー生）

48,400円 42,900円 17,600円

一般料金
（一般生）

55,000円 49,500円 22,000円

※テキスト代・テスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

【講座内容】

国語：物語・説明文・詩・短歌・俳句・古文・文法など

数学：１・２年の復習・因数分解・平方根・２次方程式・ｙ＝aｘ２など

英語：現在完了・比較・受動態・不定詞・動名詞・分詞など

理科：１・２年の復習・生命の連続性・イオン・電池など

社会：世界地理・日本地理・江戸時代・幕末～明治時代など

特別講座： 入試頻出 １０単元マスター（１日５時間授業×２日間完成）

国語 文法（活用の種類や品詞）／条件作文の演習と添削 数学 １次関数の基礎と応用／規則性の考え方と解き方
英語 英作文のコツ／長文読解トレーニング 理科 電流と磁界／計算分野特集 社会 世界地理まとめ／近世の日本



高校１年生

数学・英語（前・中・後期）各80分×４回 特別講座 選べる８講座 各80分×２回

前期
7/26（火）・7/28（木）
8/2（火）・8/4（木）

数学：因数分解・不等式・方程式
英語：時制・助動詞・準動詞など 前期・中期・後期ともに

【Cクラス】
英語 18：50～20：10（80分）
数学 20：20～21：40（80分）

【Bクラス】
数学 18：50～20：10（80分）
英語 20：20～21：40（80分）

中期
8/9（火）・8/11（木）
8/18（木）・8/23（火）

数学：順列・組合せ・確率
英語：長文読解

後期
8/25（木）・8/30（火）
9/1（木）・9/6（火）

数学：２次関数
英語：関係詞・受動態・仮定法など

特別講座

生物基礎 7/30（土） 遺伝情報の複製・分配・発現 16：00～18：50（80分×2）

物理基礎 8/6（土） 物体の運動とエネルギー 16：00～18：50（80分×2）

国公立大数Ⅰ 8/3（水）

実際の国公立大２次試験の過去問演
習と解説授業中心。それぞれの分野
の到達点を知ってください。

18：50～21：40（80分×2）

国公立大数A 9/7（水） 18：50～21：40（80分×2）

国公立大
英語読解・英作文

9/5（月） 18：50～21：40（80分×2）

国公立大英文法 8/26（金） 18：50～21：40（80分×2）

古文 8/20（土） 助動詞・助詞の徹底演習 16：00～18：50（80分×2）

漢文 9/2（金） 重要句法を用いた演習 18：50～21：40（80分×2）

高校に入学してここまでの過ごし方で少しずつ差がついている状況になりま
した。いち早く高校の学習スタイルに慣れ、さらにプラスアルファの学習を
行う習慣を身につけることが大切です。これまでの総復習を行いましょう。

前・中・後期 数英６講座 数英５講座 数英４講座 数英３講座 数英２講座 数英１講座

特別料金
（セミナー生）

42,900円 38,500円 33,000円 26,400円 18,700円 9,900円

一般料金
（一般生）

51,700円 46,200円 39,600円 31,900円 23,100円 13,200円

※特別講座は５講座以上は料金が変わりません。

※テキスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

特別講座 ５講座以上 ４講座 ３講座 ２講座 １講座

特別料金
（セミナー生）

20,900円 17,600円 14,300円 9,900円 5,500円

一般料金
（一般生）

27,500円 23,100円 18,700円 13,200円 6,600円

※前期・中期・後期の数学・英語は２クラス編成で行います（標準・発展）。



高校２年生 高校２年生の夏は数英以外に手を広げたり、既習内容の入試レベルに挑戦したり、
この時期にしかできないことに取り組んでみましょう。得意教科を作っておくと
今後とても有利になりますよ。

前・中・後期 数英６講座 数英５講座 数英４講座 数英３講座 数英２講座 数英１講座

特別料金
（セミナー生）

42,900円 38,500円 33,000円 26,400円 18,700円 9,900円

一般料金
（一般生）

51,700円 46,200円 39,600円 31,900円 23,100円 13,200円

※特別講座は５講座以上は料金が変わりません。

※テキスト代は講習会費に含まれています。

講習会費（税込）

特別講座 ５講座以上 ４講座 ３講座 ２講座 １講座

特別料金
（セミナー生）

20,900円 17,600円 14,300円 9,900円 5,500円

一般料金
（一般生）

27,500円 23,100円 18,700円 13,200円 6,600円

※前期・中期・後期の数学・英語は２クラス編成で行います（基礎・標準）。

数学・英語（前・中・後期）各80分×４回 特別講座 選べる10講座 各80分×２回

前期
7/25（月）・7/27（水）
8/1（月）・8/3（水）

数学：三角関数
英語：英文法中心 前期・中期・後期ともに

【Cクラス】
英語 18：50～20：10（80分）
数学 20：20～21：40（80分）

【Bクラス】
数学 18：50～20：10（80分）
英語 20：20～21：40（80分）

中期
8/8（月）・8/10（水）
8/22（月）・8/24（水）

数学：数列
英語：長文読解中心

後期
8/29（月）・8/31（水）
9/5（月）・9/7（水）

数学：指数・対数関数
英語：英語構文中心

特別講座

化学（理系） 8/5（金） 物質の状態（気体・溶液）など 18：50～21：40（80分×2）

物理（理系） 8/6（土） 力のモーメントなど 16：00～18：50（80分×2）

国公立大数ⅠA 7/30（土）

岡大・広大・神戸大・九州大を中心
とした国公立２次試験の過去問演習
と解説授業中心。

16：00～18：50（80分×2）

国公立大数Ⅱ 9/2（金） 18：50～21：40（80分×2）

国公立大英語読解 7/22（金） 18：50～21：40（80分×2）

国公立大英作文 7/29（金） 18：50～21：40（80分×2）

古文 7/23（土）
共通テストレベルの読解演習

16：00～18：50（80分×2）

漢文 8/27（土） 16：00～18：50（80分×2）

最初からモル計算 8/19（金）
もう一度はじめから授業

18：50～21：40（80分×2）

最初から確率 8/20（土） 16：00～18：50（80分×2）



高校３年生

８０分×５回 共通テスト対策９講座 国公立２次対策４講座 ＋ ブロードバンド予備校 受け放題

共通テスト
対策講座

英語筆記 月曜日
7/25・8/1・8/8・8/22・8/29

18：50～20：10

数ⅠA 20：20～21：40

国語 火曜日
7/26・8/2・8/9・8/23・8/30

18：50～20：10

数Ⅱ 20：20～21：40

リスニング 水曜日
7/27・8/3・8/10・8/31・9/7

18：50～20：10

化学基礎 20：20～21：40

数B

土曜日
7/23・8/6・8/20・8/27・9/3

17：20～18：40

物理（理系） 18：50～20：10

化学（理系） 20：20～21：40

国公立2次
対策講座

2次英語読解 木曜日
7/28・8/4・8/11・8/18・8/25

18：50～20：10

2次英作文 20：20～21：40

2次数ⅠAⅡB 金曜日
7/22・7/29・8/5・8/19・8/26

18：50～20：10

2次数Ⅲ 20：20～21：40

志望大学合格を見据えて、この夏に克服すべきことを考え効率よくこなしていかなけれ
ばいけません。2次対策に手をつけること、理社の復習をすること、総合型選抜希望者は
小論文対策の準備をするなどそれぞれの目的に応じた対策をたてていきましょう。

共通テスト
2次対策講座

７講座以上 ６講座 ５講座 ４講座 ３講座 ２講座 １講座

特別料金
（セミナー生）

52,800円 47,300円 41,800円 35,200円 28,600円 20,900円 12,100円

一般料金
（一般生）

59,400円 53,900円 48,400円 41,800円 34,100円 25,300円 15,400円

※７講座以上の受講は料金が変わりません。

※ブロードバンド予備校は上記７講座以上受講で夏期講習期間内11,000円（通常33,000円）で受け放題となります。

※テキスト代は講習会費に含まれています（ブロードバンド予備校は別途必要です）。

講習会費（税込）

ブロードバンド予備校 英語・数学・現代文・古文・漢文・物理・化学・生物・世界史・日本史・地理
現代社会・小論文…大学別・レベル別に選べる256講座

上記共通テスト対策・国公立２次対策講座を７講座以上受講すると

※夏期講習期間内（休校日を除く）の14；00～22；00までの時間帯で受け放題となります。
※ブロードバンド予備校受講の際は必ず本館受付にて前日までの予約をお願いします。
※テキスト代は別途必要です。
※割引適用外のブロードバンド予備校受け放題は33,000円（テキスト代別途）となります。

通常33,000円→11,000円 で夏期講習期間中ブロードバンド予備校が受け放題！

※高３生の集団授業は、すべて共通テストや国公立２次対策（岡大・広大・神戸大・九州大レベル）に合わせた授業となります。

※高１講座や高２講座を選択することもできます。ハイレベル演習や基礎からの復習など克服すべき課題や志望校に合わせてご相談下さい。



個別指導（全学年対象）

個別指導は、目的が明確であればあるほど、大きな効果を生み出します。
限られた時間の中で何を克服したいのか、どういう単元を集中的に学習
したいのか、スタッフと綿密な打ち合わせが大切です。

小１～小３
小４～小６
（非受験）

中１・中２
高１・高２

中３（非受験）

小５・小６（受験）
中３・高３

1講座
（3コマ）

特別料金
（セミナー生）

13,200円 12,100円 12,100円 14,300円

一般料金
（一般生）

16,500円 15,400円 15,400円 17,600円

2講座
（6コマ）

特別料金
（セミナー生）

23,100円 22,000円 22,000円 25,300円

一般料金
（一般生）

27,500円 26,400円 26,400円 29,700円

３講座
（9コマ）

特別料金
（セミナー生）

31,900円 30,800円 30,800円 35,200円

一般料金
（一般生）

37,400円 36,300円 36,300円 40,700円

講習会費（税込）

※上記日程の中から１講座につき３コマお選び下さい。１つの時間帯で同時に２教科を受講することはできません。

※授業開始前までにご連絡いただいた欠席に関しては、振替授業を実施いたします。ご希望の日時をお伝えください。

※振替授業は、講師の都合上ご希望の日時で対応できない場合がございますので、ご了承下さい。

※英語・数学（算数）・国語以外の教科をご希望の場合はご相談下さい。

８０分×３コマで１講座 ご希望の日時・時間帯を設定できます。

指導日・時間帯
7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

① 17：20～18：40

② 18：50～20：10

③ 20：20～21：40

指導日・時間帯
8/18 8/19 8/22 8/23 8/26 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2

木 金 月 火 金 月 火 水 木 金

① 17：20～18：40

② 18：50～20：10

③ 20：20～21：40

※テキスト代は講習会費に含まれています。

※４講座以上をご希望の方はご相談下さい。



本館 ２号館 ３号館

7/22 金
中１ ３科
高３ 2次数ⅠAⅡB・数Ⅲ

中２ ３科
高２ 国公立英語読解

中１ 大安寺数英

7/23 土
中１ 理社
中２ 理社
高２ 古文

中３ 理社 高３ 数B・物理・化学

7/24 日 休校日（校舎は閉まります）

7/25 月

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中１ ３科
高３ 英語・数ⅠA

小５受験 適性ⅠⅡ
小６受験 適性ⅠⅡ
中３ ３科
高２ 前期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

7/26 火

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中2 ３科
高３ 国語・数Ⅱ

小５受験 適性ⅠⅡ
小６受験 適性ⅠⅡ
中３ ３科
高１ 前期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

7/27 水

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中１ ３科
高３ リスニング・化学基礎

小５受験 適性ⅠⅡ
小６受験 適性ⅠⅡ
中３ ３科
高２ 前期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

7/28 木

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中2 ３科
高３ 2次英読解・英作文

小５受験 適性ⅠⅡ
小６受験 適性ⅠⅡ
中３ ３科
高１ 前期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

7/29 金
中１ ３科
高３ 2次数ⅠAⅡB・数Ⅲ

中２ 3科
高２ 国公立英作文

小学英語
ジュニア
中１ 大安寺数英
個別指導

7/30 土

小４・小５進学・小６進学 補習
中１ 理社
中２ 理社
高１ 生物基礎
高２ 国公立数ⅠA

小５受験・小６受験 補習
中３ 理社

7/31 日 休校日（校舎は閉まります）

〇 夏期講習期間は7/22（金）～9/7（水）です。この期間は通常授業はありません。
〇 夏期講習期間は毎週日曜日と8/12～8/17までは休校となります。
〇 申し込み状況によって、実施場所が変更になる場合がございます。その際はご連絡いたします。
〇 夏期講習期間中に高校２年生は修学旅行の振替授業を実施いたします。
〇 中学２年生３科の授業は金曜日は２号館です。ご注意下さい。

スケジュール＆実施場所一覧



本館 ２号館 ３号館

8/1 月

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中１ ３科
高３ 英語・数ⅠA

小５受験 国算
小６受験 国算
中３ ３科
高２ 前期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

8/2 火

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中2 ３科
高３ 国語・数Ⅱ

小５受験 国算
小６受験 国算
中３ ３科
高１ 前期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

8/3 水

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中１ ３科
高３ リスニング・化学基礎

小５受験 国算
小６受験 国算
中３ ３科
高２ 前期数英

小学英語
ジュニア
高１ 国公立数Ⅰ
個別指導

8/4 木

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中2 ３科
高３ 2次英読解・英作文

小５受験 国算
小６受験 国算
中３ ３科
高１ 前期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

8/5 金
中１ ３科
高３ 2次数ⅠAⅡB・数Ⅲ

小５受験 国算
小６受験 国算
中２ 3科
高２ 化学

小学英語
ジュニア
中１ 大安寺数英
個別指導

8/6 土

小４・小５進学・小６進学 補習
中１ 理社
中２ 理社
高１ 物理基礎
高２ 物理

小５受験・小６受験 補習
中３ 理社

高３ 数B・物理・化学

8/7 日 休校日（校舎は閉まります）

8/8 月
小４受験 わくわく理科実験
中１ ３科
高３ 英語・数ⅠA

小５受験 国算
小６受験 国算
中３ ３科
高２ 中期数英

個別指導

8/9 火

小５進学 理社のまとめ
小６進学 理社のまとめ
中2 ３科
高３ 国語・数Ⅱ

小６受験 国算
中３ ３科
高１ 中期数英

個別指導

8/10 水

小５進学 理社のまとめ
小６進学 理社のまとめ
中1・中2 補習
高３ リスニング・化学基礎

小６受験 国算
中３ 補習
高２ 中期数英

個別指導

8/11 木 高３ 2次英読解・英作文
中３ 10単元マスター
高１ 中期数英

個別指導

8/12（金）～8/17（水） 休校日（校舎は閉まります）



本館 ２号館 ３号館

8/18 木

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中2 ３科
高３ 2次英読解・英作文

小５受験 国算
小６受験 国算
中３ ３科
高１ 中期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

8/19 金

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中1 ３科
高３ 2次数ⅠAⅡB・数Ⅲ

小５受験 国算
小６受験 国算
中2 ３科
高2 最初からモル計算

小学英語
ジュニア
中１ 大安寺数英
個別指導

8/20 土

中１ 理社
中２ 理社
高１ 古文
高２ 最初から確率

小５受験 受験４科のまとめ
小６受験 面接練習 適性チャレンジ
中３ 理社

高３ 数B・物理・化学

8/21 日 休校日（校舎は閉まります）

8/22 月

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中１ ３科
高３ 英語・数ⅠA

小５受験 国算
小６受験 国算
中３ ３科
高２ 中期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

8/23 火

小４受験 国算
小５進学 国算
小６進学 国算
中１・中２ 補習
高３ 国語・数Ⅱ

小５受験 国算
小６受験 国算
中３ 補習
高１ 中期数英

小学英語
ジュニア
個別指導

8/24 水
小学生補習（全小学生）
中１・２実力テスト（国数英）

中３ 志望校判定テスト
高２ 中期数英

8/25 木
小４・小５進学・小６進学 実力テスト
高３ ２次英読解・英作文

小５受験・小６受験 実力テスト
高１ 後期数英

8/26 金
高３ ２次数ⅠAⅡB・数Ⅲ
※高２ 補講（英読解・英文法）

小５受験 受験４科のまとめ
小６受験 面接練習 適性チャレンジ

小学英語
ジュニア
高１ 国公立英文法
個別指導

8/27 土 高２ 漢文 中３ 10単元マスター 高３ 数B・物理・化学

8/28 日 休校日（校舎は閉まります）

8/29 月
中２ 方程式特訓
高３ 英語・数ⅠA

高２ 後期数英
小学英語
ジュニア
個別指導

8/30 火 高３ 国語・数Ⅱ 高１ 後期数英 個別指導



本館 ２号館 ３号館

8/31 水
中１ 方程式特訓
高３ リスニング・化学基礎

小６受験 面接練習 適性チャレンジ
中２ 英文法演習
高２ 後期数英

個別指導

9/1 木
小５進学 思考力養成講座
小５受験 受験４科のまとめ

高１ 後期数英 個別指導

9/2 金
小５進学 思考力養成講座
小５受験 受験４科のまとめ

高１ 漢文
高２ 国公立数Ⅱ

中１ 大安寺数英
個別指導

9/3 土
小４受験 小５進学 小６進学 テスト直し

中１・２ テスト直し
小５受験 小６受験 テスト直し
中３ テスト直し

高３ 数B・物理・化学

9/4 日 休校日（校舎は閉まります）

9/5 月
小４受験 理社のまとめ
小６受験 面接練習 適性チャレンジ

高２ 後期数英 高１ 国公立英読解・作文

9/6 火 小４受験 理社のまとめ
高１ 後期数英
※高２ 補講（数B・数Ⅱ）

9/7 水

小６進学 思考力養成講座
小６受験 面接練習 適性チャレンジ
中１ 英文法特訓
高３ リスニング・化学基礎

中２ 理科計算特訓
高２ 後期数英

高１ 国公立数A

9/8 木 ２学期開講



① 全学年ともに、まずはお電話ください。

0120‐153728（通話無料）

② 説明会にご参加ください。（小中学生）

説明会日時 10：30～12：00

6/19（日）・6/26（日）
7/3（日）・7/10（日）・7/17（日）

③ 夏期講習申込書をご提出ください。

お子さまと一緒にご来校下さい。
保護者の方にお子さまの日ごろの様子等を伺いな
がら、お子さまに学習アドバイス等させていただ
きます。直近の校外模試の成績表をご持参下さい。

庭瀬校では、保護者の方とお会いさせていただく
ことなく、入塾のお手続きや講習のお申込みの受
付は行っておりません。

※説明会や３者面談の都合がつかない方がいらっしゃいましたら、その旨スタッフにお伝えください。別日程で対応させていただきます。

※全学年ともに残り座席が非常に少ない状況です。満席になり次第、説明会や３者面談は中止とさせていただきます。お早めにご予約下さい。

いこうみんなにわせ

お支払いは後日郵送されます振込用紙にて期日
までのお振込みをお願いいたします。

これからＫＬＣの授業に参加される方へ

お子さまと一緒にご来校ください。
保護者の皆さまへ説明会を実施中、
お子さまは入塾テストを受けていただきます。

中学生：数学・英語（各４０分）
小学生：国語・算数（各４０分）

② ３者面談をお願いいたします。（高校生）

早得は 7/7（木）まで

7/7（木）までに夏期講習をお申し込み
の方は、どなたでも夏期講習会費が特
別料金（セミナー生）で受講できます。
例年、早い段階で、満席になり募集を
停止する講習です。お早めにお申し込
みください。



ＫＬＣセミナー庭瀬校
701-0153 岡山市北区庭瀬193-6
受付時間 14：00-22：00 0120‐153728

いこうみんなにわせ

庭瀬校は、本館・２号館・３号館と３校舎に分かれて授業を行っております。授業によって実施場所が異なり、
保護者の皆様にはご送迎等大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。

庭瀬校の夏期講習 7.22 START


