
中学１・２年生 コース案内】【

○実力錬成コース

県下名門校 千葉高校 船橋高校 東葛飾高校 薬園台高校

そして、それに見合う国私立高校に

合格する意思と力をもつために、学校の中間・期末テストで

４５０点程度とる生徒には発展的な学習内容をすすめてまいります。

日本で年々低下している理系の力・高度な読解力を維持してまいります。

まだ４５０点に満たない生徒には、中間・期末テストで４００点や４５０点以上を

取れるように、基礎力の徹底と学校内順位をあげ、先々の受験に備える授業を行います。

週の授業は７０分×４コマ

（「英語」「数学」「理科」各１コマ。「国語、英語の音読、社会」で１コマ）

通塾日数は週２日、５教科指導です。

中間・期末テストの２～３週間前から

通常授業に加えて、

国語、理科、社会は学校別にテスト対策補習を行い、

通塾日数が週３～４日となります。

また、英語と数学、理科の授業時間を７０分から８０分に延ばします。

このテスト対策授業以外にも

必要に応じて自習室でのテスト対策に通っていただき、一人ひとりに個別に対応します。

テスト対策のための特別授業料はいただいておりません。

（テスト前、自習室は、平日午後4:00～10:00、土日は午後2:00～夜まで開いています。）

塾内クラスは、塾内テストや学校での学年順位･得意教科･苦手教科などによって決定します。

授業進度は全クラスほぼ変わりませんが、

応用クラス（各学年のＳ組や１組）では応用問題や深く掘り下げた発展的な学習を行い、

基礎クラスでは学校で学習する基本内容を身につくまで繰り返し学習します。

◇発展学習 駿台テスト

学校の勉強ではもの足りない。



もっと先を進んだり、もっと深く勉強したいと考える生徒を対象に、

駿台テストを実践し、英語と数学の特別授業を開講することがあります。

将来、船橋高校、東葛飾高校、薬園台高校などの高校から、国立大学や海外の

難関大学に進学し、世の中の幸せのために社会で活躍することを目的に、

ハイレヴェルな先取り学習を進めます。

◇プラス個別指導Ｌａ・ｐｉｃｏ

先生１人に生徒が２人。

上記の平常授業に加えて個別指導を加えるコースです。

・希望科目 １科目週１回８０分 月４回プラス１０,０００円～

欠席した場合の振替授業は行いません。ただし、学校の定期テストで点数

を取るために、必要な場合はテスト前の補習を無料で行います。

○英語検定、漢字検定のすすめ

ＬＡＰＩＳ鎌ヶ谷は、検定の準会場指定を受けています。塾内で英検や漢検、数検を

受検することができます。また英検・漢検の対策教材を配布、英検対策、漢検対策を

して合格を促しています。６月、１０月、１月（漢検は８月も）の検定でさらに上級

を目指してください。中学生のうちに準２級や２級まで合格しましょう。そのために、

中２で３級や準２級、中１で４級や３級に合格しましょう。

○速読講座「Brain Boost」
ﾌﾞﾚｲﾝﾌﾞｰｽﾄ

１分で１冊の本が読め、内容も頭に入るという速読システムです。パソコンやタブレ

ットを使って教室（ＬＡＰＩＳ）で行います。

LAPIS生･そのご家族 週１回 ８,０００円／月

2020年1月申込 6,000円／月

2020年2月申込 7,000円／月

外部生 週１回 １０,０００円／月



○個別指導Ｌａ・ｐｉｃｏ

先生１人に生徒が２人。

一人ひとりにあわせての個別指導コースがあります。

公立学校の小学生・中学生、ＬＡＰＩＳの通常授業に通っ

てい る生徒、そして、ＬＡＰＩＳを卒業した高校生を対

象とします。学習内容は、生徒・ご家庭の要望に応じて教

室担当や講師と相談の上、決定します。

１教科につき４回単位で受講できます。

（例）数学８回、英語４回、理科４回 など

希望科目 １科目週１回８０分 月４回１３,５００円～

※ 詳しくはｐ36ご覧ください。

欠席した場合の振替授業は行いません。ただし、学校の定期テストで点数を取る

ために、必要な場合はテスト前の補習を無料で行います。



［週２日］・中学１年生の授業料

教材･ﾌﾟﾘﾝﾄ費年間
コース 受講科目 中学１年生／月

（管理費を含む）

週７０分×４回 週２日26,000円／月
実力錬成コース ５ 科 27,000円

テスト対策期間は週３～５日

週８０分×１回 ＋10,000円／月

ﾌﾟﾗｽ個別指導 希望科目 な し 週８０分×２回 ＋20,000円／月

週８０分×３回 ＋30,000円／月

［週２日］・中学２年生の授業料

教材･ﾌﾟﾘﾝﾄ費年間
コース 受講科目 中学２年生／月

（管理費を含む）

週７０分×４回 週２日26,000円／月
実力錬成コース ５ 科 27,000円

テスト対策期間は週３～５日

週８０分×１回 ＋10,000円／月

ﾌﾟﾗｽ個別指導 希望科目 な し 週８０分×２回 ＋20,000円／月

週８０分×３回 ＋30,000円／月

中学１年生、２年生とも

☆ 上記の授業以外に、国語、理科、社会の学校別補習を行います。（無料）

☆ このほか年間テスト費 7,500円を納入いただきます。

テストは、４月・８月・１月の３回分です。

☆ 兄、姉が中学生のときに弟妹割引があります。

教材・プリント費は免除（無料）。

月授業料何科目でも7,000円。

春期講習何科目でも5,000円。夏期講習費半額。冬期講習何科目でも7,000円。

☆ １コマ受講は17,000円、２コマ20,000円、３コマ23,000円です。

通常、週２日「数学」「英語」「理科」「国英社」の４コマです。

☆ 駿台テスト８月･１月の年２回。希望者のみ。１回4,200円（税込）。

すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。

すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。



中学１・２年生について

教育課程（カリキュラム）

学校の教科書は最高の参考書です。随所に学問的に深いことが盛り込まれてます。そこで、

中学３年の１学期までは中間期末試験対策に重点を置き、学年順位アップと実力アップをね

らう授業を行い、３年生の夏休み以降は、実力テストの偏差値、そして、入学試験に上位で

合格する力を養う指導をします。公立高校、私立高校、両方の入試に対応する指導を行って

います。

中１、中２生は月～金のうち週２日、午後７時１０分から９時５０分まで授業を行います。

季節講習中は、授業時に漢字検定対策の小テストを行います。

中間・期末テストの２～３週間前から、通常授業に加えて国語、理科、社会は学校別にテ

スト対策補習を行い、通塾日数が週３～４日となります。また、英語と数学、理科の授業時

間を７０分から８０分に延ばします。

このテスト対策授業以外にも、自習館でのテスト対策に必要に応じて通っていただき、一

人ひとりに個別に対応します。しっかり自習室に通う場合も含め、テスト対策期間は週５～

６日の通塾となります。

テスト対策の補習や漢検対策はすべて無料で行います。

中１の１学期は夜の就寝時間に心配があるため、３月は７時１０分で、４月は９時３０分、

５月～７月は９時５０分で授業を終了します。

小学校のときのテスト点数と「基礎力」について

公立小学校のテストで９０点以上をとっていても基礎力が充分であると言える状況にはあ

りません。基礎力として「読み書きそろばん」は単に「できる」だけではなく、「スピー

ド」が求められます。先生が解くのと同じスピードで解けることを「できる」と言います。

一方、考えることにおいては「じっくりゆっくり何通りのことも考えられる」ことをＬＡＰ

ＩＳでは基礎力としています。

基礎力がすべてを語る。基礎力を養う。

基礎力を養うキーポイントは「最後まで落ち着いて聴けること。」「流暢に読めること・

言えること」「人にわかりやすく説明できること」です。そして中学生の場合は限られた時

間をうまく使って反復訓練を重ねることです。メリハリある時間の使い方によって学習能力

の飛躍的向上につながります。

逆の立場、つまり指導者として留意することは「最後までじっくり聴いてあげること」

「読み方・リズムのお手本を示してあげること」「口まねさせること」それから「指導した

やり方通りに反復練習させること」「考えている過程の邪魔をしない＝じっくり待つこと」

です。「待つこと」は難しいかもしれませんが、ご家庭で指導なさる場合もこれらの点にご

留意ください。



忙しい中学生の時間の上手な使い方

極端な言い方になりますが、部活動をしている中学生には、テスト２週間前以外は家では

最低１時間の勉強をして、そのほかはゆっくり体を休め、好きなことを思う存分やらせてあ

げてください。

中学生は部活動など忙しすぎる生活を送り、相当疲れています。中学校で成績上位にいる

生徒は、自宅でたくさん勉強している訳ではありません。

それでは、いつ勉強しているのでしょうか？ それは、当たり前のようですが学校に行っ

ている授業中です。ごくごく普通の生徒は授業中のどこかで意識が途絶え、先生の話を聞き

逃しています。授業中に覚えていないことをテスト前にいくら復習しようとしても勉強が進

むわけはありません。しかし、成績上位の生徒は授業中に覚え、授業中に練習もすませてし

まうので、テスト前に思い出しやすく、反復練習もたくさんできます。このように授業中に

覚えてしまう姿勢が「できる・できない」の大きな分かれ目となります。

「家での勉強は１時間ぐらいでＯＫ！」 どこかで喜んでいる人がいるのではないでしょ

うか？

ただし、テストの２週間前はそうはいきません。睡眠時間６時間程度で勉強漬けになって

ください。家でも必死に勉強するのはテスト勉強期間の５月、６月、１０月、１１月、２月

の２週間ずつ、７０日だけです。あとの４２週、２９５日は遊んでもいいのです。このよう

にメリハリをつければテストで点数が取れるのですからこんなにいいことはありません。

学校の授業を大切にして、勉強する時間、ゆっくりする時間、遊ぶ時間のメリハリをつけ

ましょう。

授業中の覚え方

具体的には、英語で知らない単語が出てきたらその場で何回も唱えてみる。そして空書き、

指書きしてみる。本当に書けるか自分でテストする。社会や理科で知らない言葉が出てきた

ときも何回も唱え書いてみる。数学で計算のやり方を教わったなら練習問題をなるべく早く

終わらせ、宿題に出そうなところ、提出しなければならないドリルなどをやってしまう。国

語では、上手に読める人の読み方を授業中にまねし、知らない漢字を３回ずつ練習してみる

のです。これが「集中」です。つまり、集中するとは授業内容をその場で覚えてしまうこと

なのです。「授業に集中しなさい。」と言う人はいても、「集中する」とは何をすることな

のかを教えてくれた人は今までにいたでしょうか？ＬＡＰＩＳでは、「がんばる」「復習す

る」など抽象的な言い方で終わりにせず、具体的に何をすればうまくいくのかという、さま

ざまな「ものの本質」を教えたいと考えています。

中学生（将来のために）にとって一番大切なこと

中学生にとって（だけではないですが）、一番大事なことは「好きなこと」をとことんや

ってみることです。漫画でもゲームでも結構。今、日本社会を支えているのはアニメであっ

たり、ゲームソフトなどサブカルチャー（クールジャパン）であったりするわけですから将

来決して無駄になることはありません。むしろ、脇目もふれず夢中になって好きなことがで

きる人は将来たいへんな大物になるかもしれません。ぜひとも好きなことをとことんやって



みてください。

ただし、礼儀作法・聴く耳・教養・基礎力がないと好きなことも活かされません。目の前

のことを一生懸命やって、好きなこともできたらいいですね。また、授業中に覚えることと

テスト２週間前から必死に勉強する約束は守ってください。

春期 夏期 冬期の授業時間

春休み、夏休み、冬休みには通常とはちがう時間（夜、ときには昼も）で季節講習を行い

ます。それぞれ事前に授業予定をご連絡いたします（費用別途）。この間の平常授業は行い

ません。８月の通常授業料はいただきません。

授業内容と宿題

どの教科も宿題を出します。宿題のやり方も指示します。やり方を守ってやっているかを

ご家庭でもチェックしてやってください。宿題をやってこない場合、ほとんどの場合は叱り

はしません。にこにこしながら「（塾で）残ってやっていってね」と言い、最後までやって

もらいます。遅くなるときは連絡させます。あまりに時間がかかる場合には別の日に来ても

らうこともあります。授業内容と宿題はホームページの宿題ｂｌｏｇ（ブログ）に記入され

ます。欠席時にもご活用ください。「塾ＬＡＰＩＳ」もしくは「塾ＬＡＰＩＳ 授業内容と

宿題」で検索してください。ｂｌｏｇへの掲載が遅れることもございます。その場合はお電

話ください。

宿題についてのご家庭での対応

小学生の場合、学校の宿題が簡単なために、宿題はすべて解かないと、あるいは正解して

いないと宿題をやってきたことにならないと勘違いしている生徒が多いようです。そのまま

中学生になっても同じ勘違いをしている生徒も多いです。できないところをできるようにす

るのが塾の役目です。わからないところを飛ばして「質問マーク」をつけなさいと、アドバ

イスしてやってください。ご自宅で教えることができる場合にはどんどん教えてかまいませ

んし、先に進ませてもかまいません。

塾では、勉強をなるべく楽しめるように、また、やる気を持たせるように指導・アドバイ

スして参りますが、子どもたちも人間です。いつでも絶好調というわけにはまいりません。

子どもさんの表情を注意深く観(み)ていただき、親御様は支え役になってあげてください。

キーポイントは「押しつけることもあってＯＫですが、ときにはひいてあげること」「とき

には黙って聞くこと」「なるほどそうかと共感すること」「じゃあ、どうしたらいいだろう

ね？」と子どもに時間をあげることです。子どもから答えが出てこなくても、よしとしてく

ださい。黙っているということは、頭の中でいろいろ考えていますから。

「親」という字は「木」の上に「立」って「見」ると書きます。素敵な言葉ですね。

子どもさんが質問してくることもあると思います。そんなときは、まずは本人に問題を音

読させ、その中で「わからないことばはある？」と尋ねてやってください。わからない言葉

がわかるとすぐに解けることがよくあります。



塾への持ち物

塾で使用する塾用教材、これにノート、筆記用具、連絡帳です。

ノートはバインダー形式のルーズリーフノートが便利です。普通の大学ノートでもかまいま

せん。中１の英語は１学期までは罫線太め、１ページ８段のものを２冊用意してください。

携帯電話・スマートフォン・タブレット

できましたら携帯電話、特にスマートフォンは持たせないでください。残念ながら、子ど

もたちは携帯電話をロクなことに使っていません。塾の電話は無料で使えます。塾に来たと

きには、携帯電話類をお預かりしています。帰るときにお返しします。

遅刻・欠席

遅刻・欠席の場合はなるべくご家庭よりご連絡ください。ご連絡がない場合、こちらから

確認のお電話を入れることがあります。授業中や授業前後でフォローします。

行事予定など

毎月の中旬に、お子さまを通じ、塾の様子、行事予定、季節講習案内、受験に関する情報、

保護者面談などのご案内をさしあげます。（「ＬＡＰＩＳ通信」）

授業料他

「中学生 年間授業料予定（ｐ38）」をご覧ください。毎月末に翌月分授業料を郵便局か

ら口座振替します。（前納制）



中学３年生 コース案内】【

○受験進学コース（中３ Ｓ組・１組）

県下名門校 千葉高校 船橋高校 東葛飾高校 薬園台高校

そして、それに見合う国私立高校に

合格する意思と力をもつために

学校の中間・期末テストで４５０点程度とる生徒を対象に

学校よりも先取りした授業をおこないます。

※塾内テストや学校での学年順位によってクラスを決定いたします。

◇ＦＴ(船橋･東葛)クラスと駿台テスト

学校の勉強ではもの足りない。

もっと先を進んだり、もっと深く勉強したいと考える生徒を対象に、

駿台テストを実践し、英語と数学の特別授業を開講することがあります。

将来、船橋高校、東葛飾高校、薬園台高校などの高校から、国立大学や海外の

難関大学に進学し、世の中の幸せのために社会で活躍することを目的に、

ハイレヴェルな先取り学習を進めます。

○受験進学コース（中３ 全クラス）

学校内順位をあげ、公立や私立の希望校に上位で合格するための授業を行います。

１学期の間は中間・期末テストでベスト順位を取れるように、

学校の進度よりやや早いペースですすみます。

部活動のない２学期以降は授業時間を十二分にとって、

内申点のアップと実力のアップにつとめます。

週の授業は７０分×６コマ（国語、数学×２、英語、理科、社会）、

通塾日数は週３日で、

２学期９月下旬からは、１００分×８コマ

（国語、数学×２、英語×２、理科、社会、演習）となります。

１学期の中間・期末テスト前の２週間は通常授業以外にも

必要に応じて自習室に通ってもらい、一人ひとりに個別に対応します。



通常授業も７０分から８０分に延長します。

テスト対策のための特別授業料はいただいておりません。

（テスト前、自習室は、平日午後4:00～10:00、土日は午後2:00～夜まで開いています。）

私立第一希望の方は高校でも勉強は続きますから、２学期期末テストまでは

５教科を受講してください。

冬休みからの３教科受講をおすすめします。１月中に早めに合格した場合も、

勉強を全くしないと忘れてしまいますので、合格後は自分の必要な科目を選んで

３月末まで勉強を続けましょう。

※塾内テストや学校での学年順位によってクラスを決定いたします。

受験後の３月には、高校準備講座を開講し、３月下旬でＬＡＰＩＳを卒業となります。

◇中３ 英語長文素読講座

英語の基礎トレーニングです。スポーツでも筋力や体力をつけるなど基礎トレー

ニングをします。古くて新しい「語学、語彙力向上の基礎トレーニング」である

「素読」こそが、最も効果的な英語の学習法です。夏期講習中に、講習の授業の

一環として無料で実施します。

◇プラス個別指導Ｌａ・ｐｉｃｏ

先生１人に生徒が２人。

前記の平常授業に加えて個別指導を加えるコースです。

・希望科目 １科目週１回８０分 月４回プラス１０,０００円～

欠席した場合の振替授業は行いません。ただし、学校の定期テストで点数を

取るために、必要な場合はテスト前の補習を無料で行います。

○英語検定、漢字検定のすすめ

ＬＡＰＩＳ鎌ヶ谷は、検定の準会場指定を受けています。塾内で英検や漢検、数検を受

検することができます。また英検・漢検の対策教材を配布、英検対策、漢検対策をして

合格を促しています。６月、１０月、１月（漢検は８月も）の検定でさらに上級を目指

してください。準２級に合格、そして２級に挑戦しましょう。



○速読講座「Brain Boost」
ﾌﾞﾚｲﾝﾌﾞｰｽﾄ

１分で１冊の本が読め、内容も頭に入るという速読システムです。パソコンやタブレ

ットを使って教室（ＬＡＰＩＳ）で行います。

LAPIS生･そのご家族 週１回 ８,０００円／月

2020年1月申込 6,000円／月

2020年2月申込 7,000円／月

外部生 週１回 １０,０００円／月

○個別指導Ｌａ・ｐｉｃｏ

先生１人に生徒が２人。

一人ひとりにあわせての個別指導コースがあります。

公立学校の小学生・中学生、ＬＡＰＩＳの通常授業

に通っている生徒、そして、ＬＡＰＩＳを卒業した

高校生を対象とします。

学習内容は、生徒・ご家庭の要望に応じて教室担当や講師と相談の上、決定します。

１教科につき４回単位で受講できます。

（例）数学８回、英語４回、理科４回 など

希望科目 １科目週１回８０分 月４回１３,５００円～

※ 詳しくはｐ36をご覧ください。

欠席した場合の振替授業は行いません。ただし、学校の定期テストで点数を取るために、

必要な場合はテスト前の補習を無料で行います。



・中学３年生の授業料
高校受験を控え、私立高校を第一希望とする場合であっても県立高校を安全校として

受験することも考慮し、ぜひとも５教科を受講してください。

理科・社会の授業は中学１・２年生の復習も行います。［週３日］

《半期とは、前期３月～８月、後期９月～２月です。》

◎教材・プリント費は半期ごとに納入いただきます。（３月および９月分授業料納入時）

教材・プリント費 ２２，０００円／半期

◎テスト費

前期納入 ・塾内テスト費 ４月 ２，６００円

(３月分授業料と同時) ・会場模試費用 ８月･９月 ８，０００円（２回分）

後期納入 ・塾内テスト費 10月 ２，６００円

(９月分授業料と同時) ・会場模試費用 11月･12月･１月 １２，０００円（３回分）

コース 受講科目 中学３年生／月

週７０分×４回 週２～３日 34,000円／月

国数英 ３科 １０月からも 34,000円／月

(26,000円/月 １０月からは＋5,000円)

受 験 進 学

週７０分×６回 週３日 38,000円／月

５ 科 １０月からも 38,000円／月

(30,000円/月 １０月からは＋5,000円)

ﾌﾟﾗｽ個別指導 希望科目 週８０分×１回 上記日数＋週１日＋10,000円／月

英語長文素読講座 夏：無料（夏期講習費に含む）

上段は今年の料金、下段（ ）内は例年の料金

夏期講習は通常と異なるため、費用は半額になります。

☆ 中３生 １科目18,000円

数学を含めた２科目24,000円／数学を含めない２科目22,000円

４科目28,000円

(☆ １０月より授業が増えますので､１０月以降の授業料は＋5,000円／月となります｡)

☆ 兄、姉が中学生（双子も含む）のときに弟妹割引があります。

教材・プリント費は免除（無料）。

月授業料何科目でも8,000円。

春期講習何科目でも6,000円。夏期講習費半額。冬期講習何科目でも8,000円。

☆ 駿台テスト 希望者のみ。

４月は4,600円(税込)。８月９月10月11月12月は各5,000円(税込)。

すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。



中学３年生について

教育課程（カリキュラム）

部活動で忙しい中学３年生の１学期までは内申点アップのために学校の中間・期末テスト

で学年順位をさらにあげるための授業を中心に行います。また、入試に備え実力を上げる指

導もします。

夏休みの約４０日間は、希望校に合格するための本格的受験勉強が始まり、中学１～２年

生の復習と中３の内容を徹底的に学習します。

夏期講習は朝９時～夕方５時過ぎまで、本当にできるようになったか確認するために「振

り返り演習」や「できるまでがんばる講座」を行い、ときには夜８時を過ぎます。そして家

では宿題が２～４時間。一日１２時間以上勉強しようという中３生の夏です。

夏期講習中もしくは夏期講習後に歴史の基礎知識を定着させる「歴史特訓」を実施します。

夏期合宿は４泊５日。弱点を克服するために５日間苦手な一科目だけに絞って学習します。

１日１つだけは大喜びできるイベントがあり、目標に向かってともに支え合う仲間づくりを

し、また、多くの生徒が勉強での徹夜を経験して感動の朝を迎えます。この合宿と夏期講習

を通じて成績を伸ばし、勉強への姿勢を整えます。

公立高校入試、私立高校入試の両方に対応できる授業内容です。

中３生は週３日、午後７時１０分から９時５０分まで授業を行います。１学期の中間・期

末テスト前は通常授業日以外にもテスト対策指導を行い、必要に応じて自習室も含め週５日

～６日の通塾となると同時に、授業時間も各科７０分から８０分に延長、授業終了は１０時

１０分となります。

２学期の９月下旬からは、各教科とも授業時間を延長し、午後６時４０分から１０時１０

分まで、土曜日は昼１時から夜９時５０分まで授業を行います(６０分×８コマ)。この授業

延長に伴い、授業料が１０月より5,000円(＋税)ずつ上がります。あしからずご了承ください。

毎年２学期になると中３生は学校帰りに夕方から「自習室」に来て勉強しています。（自習

室無料）

１２月には「クリスマス過去問パーティ(無料)」、冬休みは朝９時から夕方５時過ぎの冬

期講習と作文指導。１月１日は元日勉強会。その他、面接練習会。また、希望校に上位で合

格するために平常授業以外にも補習を行います。補習はすべて無料です。

３学期は入試直前の「入試壮行会」、３月には「卒業式＆卒業イベント」、英語と数学の

「高校準備講座」、みんなで遊ぶ「スノボー＆スキースクール」を開講します。

３月下旬でＬＡＰＩＳ卒業となります。



小学校のときのテスト点数と「基礎力」について

公立小学校のテストで９０点以上をとっていても基礎力が充分であると言える状況にはあ

りません。本来「読み書きそろばん」は単に「できる」だけではなく、「スピード」が求め

られます。先生が解くのと同じスピードで解けることを「できる」と言います。一方、考え

ることにおいては「じっくりゆっくり何通りのことも考えられる」ことがＬＡＰＩＳの考え

る基礎力です。

基礎力がすべてを語る。基礎力を養う。

基礎力を養うキーポイントは「最後まで落ち着いて聴けること。」「流暢に読めること・

言えること」「人にわかりやすく説明できること」です。そして中学生の場合は限られた時

間をうまく使って反復訓練を重ねることです。メリハリある時間の使い方によって学習能力

の飛躍的向上につながります。

逆の立場、つまり指導者として留意することは「最後までじっくり聴いてあげること」

「読み方・リズムのお手本を示してあげること」「口まねさせること」それから「指導した

やり方通りに反復練習させること」「考えている過程の邪魔をしない。＝じっくり待つ。」

ことです。「待つこと」は難しいかもしれませんが、ご家庭で指導なさる場合もこれらの点

にご留意ください。

忙しい中学生の時間の上手な使い方（中３ １学期まで）

極端な言い方になりますが、部活動をしている中学生には、テスト２週間前以外は家では

最低１時間は勉強して、そのほかはゆっくり体を休め、好きなことを思う存分やらせてあげ

てください。中学生は部活動など忙しすぎる生活を送り、相当疲れています。中学校で成績

上位にいる生徒は、自宅でたくさん勉強している訳ではありません。

それでは、いつ勉強しているのでしょうか？ それは、当たり前のようですが学校に行っ

ている授業中です。普通の生徒は授業中のどこかで意識が途絶え、先生の話を聞き逃してい

ます。授業中に覚えていないことをテスト前にいくら復習しようとしても勉強が進むわけは

ありません。しかし、成績上位の生徒は授業中に覚え、問題練習もすませてしまいます。で

すからテスト前に思い出しやすく、反復練習がたくさんできることになります。

この授業中の覚えようという態度が「できる・できない」の大きな差となります。

「家での勉強は１時間ぐらいでＯＫ！」 どこかで喜んでいる人はいませんか？ ただし、

テストの２週間前はそうはいきません。睡眠時間６時間程度で勉強漬けになってください。

１学期に家でも必死に勉強するのは５月、６月の２週間ずつの２８日だけです。あとの

１０週、７０日は部活動や好きなことに夢中になってください。

授業中に覚える、授業中にやってしまうだけでテストでは点が取れるのですから、こんな

いいことはありません。



学校の授業を大切にして、勉強する時間、ゆっくりする時間、遊ぶ時間のメリハリをつけ

ましょう。

授業中の覚え方

具体的には、英語で知らない単語が出てきたらその場で何回も唱えてみる。そして空書き、

指書きしてみる。本当に書けるか自分でテストする。社会や理科で知らない言葉が出てきた

ときも何回も唱え書いてみる。数学で計算のやり方を教わったなら練習問題をなるべく早く

終わらせ、宿題に出そうなところ、提出しなければならないドリルなどをやってしまう。国

語では、上手に読める人の読み方を授業中にまねし、知らない漢字を３回ずつ練習してみる

のです。これが「集中」です。つまり、集中するとは授業内容をその場で覚えてしまうこと

なのです。「授業に集中しなさい。」と言う人はいても、「集中する」とは何をすることな

のかを教えてくれた人は今までにいたでしょうか？ＬＡＰＩＳでは、「がんばる」「復習す

る」など抽象的な言い方で終わりにせず、具体的に何をすればうまくいくのかという、さま

ざまな「ものの本質」を教えたいと考えています。

中学生（将来のために）にとって一番大切なこと

中学生にとって（だけではないですが）、一番大事なことは「好きなこと」をとことんや

ってみることです。漫画でもゲームでも結構。今、日本社会を支えているのはアニメであっ

たり、ゲームソフトなどサブカルチャー（クールジャパン）であったりするわけですから将

来決して無駄になることはありません。むしろ、脇目もふれず夢中になって好きなことがで

きる人は将来たいへんな大物になるかもしれません。ぜひとも好きなことをとことんやって

みてください。

ただし、礼儀作法・聴く耳・教養・基礎力がないと好きなことも活かされません。目の前

のことを一生懸命やって、好きなこともできたらいいですね。また、授業中に覚えることと

テスト２週間前から必死に勉強する約束は守ってください。

授業内容と宿題

どの教科も宿題を出します。宿題のやり方も指示しますので、やり方を守っているかをご

家庭でもチェックしてあげてください。

宿題をやってこない場合、ほとんどの場合は叱りはしません。にこにこしながら「（塾

で）残ってやっていってね」と言い、最後までやってもらいます。遅くなるときは連絡させ

ます。あまりに時間がかかる場合には別の日に来てもらうこともあります。中３は受験をひ

かえているので宿題量は多めです。がんばってやりましょう。

子どもさんが親御さんに質問することもあると思います。そんなときは、まずは問題を音

読させ、その中で「わからないことばはある？」と尋ねてやってください。わからない言葉

がわかると解けることがよくあります。

授業内容と宿題はホームページの宿題ｂｌｏｇ（ブログ）に記入されます。欠席時にもご



活用ください。「塾ＬＡＰＩＳ」もしくは「塾ＬＡＰＩＳ 授業内容と宿題」で検索してく

ださい。ｂｌｏｇへの掲載が遅れることもございます。その場合はお電話ください。

塾への持ち物

塾で使用する塾用教材、これにノート、筆記用具、連絡帳です。

ノートはバインダー形式のルーズリーフノートが便利です。普通の大学ノートでもかまいま

せん。

携帯電話・スマートフォン・タブレット

できましたら携帯電話、特にスマートフォンは持たせないでください。残念ながら、子ど

もたちは携帯電話をロクなことに使っていません。塾の電話は無料で使えます。塾に来たと

きには、携帯電話類をお預かりしています。帰るときにお返しします。

遅刻・欠席

遅刻・欠席の場合は、なるべくご家庭よりご連絡ください。ご連絡がない場合、こちらか

ら確認のお電話を入れることがあります。授業中や授業前後で、欠席した分をフォローしま

す。

行事予定など

毎月の中旬に、お子さまを通じ、塾の様子、行事予定、受験に関する情報、保護者面談な

どのご案内をさしあげます。（「ＬＡＰＩＳ通信」）

授業料他

「中学生 年間授業料予定（ｐ38）」をご覧ください。毎月末に翌月分授業料を郵便局か

ら口座振替します。（前納制）



中学生 授業料年間予定
すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。

（入塾時のみ／１世帯１回のみ）入塾金

内部生・卒業生の紹介の場合は全額免除２０,０００円

年間 教材・プリント費

国・数・英・理・社の５教科中１・中２ ２７,０００円

国・数・英・理・社の５教科中３ ２２,０００円（半期ごと）

※弟妹が中学生のとき、弟妹の教材･プリント費は免除(無料)。詳細は「弟妹割引」参照ください。

４・８・１月年間 塾内テスト費（中１・中２）７,５００円

年間テスト費（中３）

※3月分授業料と同時前期納入

４月・塾内テスト費 ２，６００円

８・９月の２回・会場模試費用 ８，０００円

※9月分授業料と同時後期納入

１０月・塾内テスト費 ２，６００円

１１・１２・１月の３回・会場模試費用 １２，０００円

※会場模試とは教室外で行われる会場模擬テストです。

月授業 春期講習 夏期講習 冬期講習

31,000円
中１ ５科 26,000円 11,000円 24,000円

(38,000円)

31,000円
中２ ５科 26,000円 11,000円 24,000円

(38,000円)

34,000円 15,000円

中学３年生 (26,000円) 35,000円 52,000円

国数英３科 34,000円(10月から) (70,000円)

(31,000円)

38,000円 18,000円

中学３年生 (30,000円) 45,000円 69,000円

５科 38,000円(10月から) (90,000円)

(35,000円)

月授業料・夏期講習費について上段は今年の料金、下段（ ）内は例年の料金

上記以外の科目選択もできます。ご相談ください。

中１～２ １コマ受講は17,000円、２コマ20,000円、３コマ23,000円です。

通常、週２日「数学」「英語」「理科」「国英社」の４コマです。

中３ １科目18,000円 数学含めた２科目24,000円 数学含めない２科目22,000円、４科目28,000円

中３生は夏合宿４泊５日もあります（希望者） 90,000円

中３生はクリスマス過去問パーティ（希望者）もあります。 無料

中３生は元日勉強会もあります（希望者） 無料

スノボー＆スキースクールもあります（希望者） 32,000円

）３月下旬 福島県たかつえスキー場（貸スキー、貸しウェアのみ別費用

☆ 兄、姉が中学生(双子を含む)のときに弟妹割引があります。（次頁参照）



弟 妹 割 引 に つ い て
すべて税抜きとなっております。別途消費税をいただきます。

下のお子様が

《小学生の場合》

月 授 業 料 6,000円何科目でも

春 期 講 習 4,000円 教材・プリント費と塾内テスト費は何科目でも

夏 期 講 習 半 額 納入いただきます。

冬 期 講 習 6,000円何科目でも

下のお子様が

《中１・中２の場合》

月 授 業 料 7,000円 教材・プリント費は免除何科目でも

春 期 講 習 5,000円 いたします（無料）。何科目でも

夏 期 講 習 半 額 塾内テスト費は通常どおり

冬 期 講 習 7,000円 納入いただきます。何科目でも

下のお子様が

《中３の場合》

月 授 業 料 8,000円 教材・プリント費は免除何科目でも

春 期 講 習 6,000円 いたします（無料）。何科目でも

夏 期 講 習 半 額 塾内テスト費と会場模試費用は

冬 期 講 習 8,000円 通常どおり納入いただきます。何科目でも

◎下のお子さまの授業料が上のお子さまの授業料よりも高い場合には授業料の安い方に弟妹

割引を適用します。

◎弟妹割引は、兄姉が高校生、高校生同士、個別指導、夏期合宿には適用しません。


