
TEL&FAX ０４７－４４３－１０１０中学３年生

12月19日（日）から１月8日（土）12月19日（日）から１月8日（土）
全１5日間全１5日間元日勉強会・面接練習会を含め

１． ＬＡＰＩＳで学んで欲しいこと１． ＬＡＰＩＳで学んで欲しいこと

いよいよ入試目前です。冬休みあけてすぐ、１月１７日(月)から私立高校の入試が始まります。

その後、２月２４日(木)の公立高校入試 気の抜けない期間が続きます。までの約１ヶ月と一週間、

長い長い入試の期間を準備万端・体調万全で臨みましょう。

ＬＡＰＩＳに通ってくれているあなたにぜひ学んで欲しいことがあります。ＬＡＰＩＳに通ってくれているあなたにぜひ学んで欲しいことがあります。

勉強は、世の中で何の役に立つのでしょうか？

もちろん、あなたが就く職業によっては、平方根や関係代名詞が直接役立つこともあるでしょう。

しかし、国数英理社の５科目すべてを、大人になってから使うわけではありません。

むしろ、直接には使わない知識の方が多いのかもしれません。

なぜ５科目を勉強するのでしょうか？なぜ５科目を勉強するのでしょうか？それなのに、

部活動について考えてみましょう。部活動について考えてみましょう。ここで、

あなたがもし部活動として陸上競技のハードルに取り組んでいたとします。

ハードルは、大人になって役立つのでしょうか？ハードルは、大人になって役立つのでしょうか？

もしかしたら、オリンピック選手になってプロのアスリートとしてたくさんのお金を稼ぎながらハードル競技を

ずっと続けているかもしれません。

でも、それってあまりにも特殊な例ですよね。

むしろ、大人になってハードルを続けている人はほとんどいないのではないでしょうか？

では、ハードルを一所懸命やっていたことってムダだったのでしょうか？

いいえ。決してそうではないでしょう？

はずです。ハードルで鍛（きた）えた筋力や、やりぬく精神力が大人になってからとても役立つハードルで鍛（きた）えた筋力や、やりぬく精神力が大人になってからとても役立つ

勉強も同じです。勉強も同じです。そう。

数学で鍛えた論理的思考、英語で鍛えた外国語の学習の仕方、国語で鍛えた読解力や表現能力、

理科・社会で鍛えた自然科学や社会科学へのアプローチの仕方が、あなたの頭の血（智）となり肉となり、

大人になったときに、大いに役立つにちがいないのです。

あなたが大人になったときには、世の中は今よりももっともっと大きく変わっているかもしれません。

今までのやり方をそのままやっていたのでは全く通用しない時代になっているのかもしれません。

ために、心に愛情をもって、世の中をよい方向に変えていく心に愛情をもって、世の中をよい方向に変えていく

高い倫理と豊かな知識をたずさえて、 使命を果たすために授かった命を弱き人のために使うという、人間としての

ください。目の前の大きな壁に立ち向かっていく精神力をも、ぜひ身につけて目の前の大きな壁に立ち向かっていく精神力をも、ぜひ身につけて

部活動の練習で、 「よっしゃぁ！！」と歯を食いしばってがんばったように部活動の練習で、 「よっしゃぁ！！」と歯を食いしばってがんばったように部活動の練習で、部活動の練習で、あのときあなたが

受験という１つのハードルを越す練習を、歯を食いしばってがんばってみてください。

「さて！ やるかぁ！！」と自分を鼓舞し、「さて！ やるかぁ！！」と自分を鼓舞し、くじけそうになったときに、

ください。陽気に立ち向かう訓練をしてみて陽気に立ち向かう訓練をしてみて

楽しく真剣に、ときには歯を食いしばってがんばり続けた人だけが、合格という栄冠を掌中に収められるのです。

あなたが、 余裕で楽しく充実した高校生活が送れるように希望校に上位で合格し、

あなたを応援し、あなたにとことんつきあいます。あなたを応援し、あなたにとことんつきあいます。われわれＬＡＰＩＳのスタッフは

これからの人生の中で、あなた自身の「使命」を見つけるために、さあ、足を前に一歩踏み出してみましょう。

目の前にある壁は幻想です。 やってみなはれ！目の前にある壁は幻想です。 やってみなはれ！目の前にある壁は幻想です。目の前にある壁は幻想です。なんなくすんなり通れます。
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２． 冬期講習の前に２． 冬期講習の前に

期末テストが終わったら、１日～２日はゆっくりしましょう。期末テストが終わったら、１日～２日はゆっくりしましょう。

ゆっくりしたら、さあ、いよいよ受験勉強一本！

私立高校や公立高校の過去問にとことん挑み、た～くさんの質問を持ってきてください。

キーポイントは、ただこなすのではなく、なぜそうなるのかを考え、考え、考え抜いて問題を解きすすめること。

答え合わせをしてからが勉強です。

質問したことはノート整理しましょう。そしてノートは丸暗記するまで毎日繰り返しめくります。

このポイントをふまえた上で、なおかつ、どれだけたくさんの問題に触れることができるかが勝負です。

時間をたっぷりかけてやりなさい。

それだけです。やることは決まっています。宿題と過去問を「とことん繰り返す 。やることは決まっています。宿題と過去問を「とことん繰り返す 。」」

「志願理由書」の書き方も指導します。「志願理由書」の書き方も指導します。１１月下旬から１２月にかけて、面接や作文に 挑むためにうまく

３． 冬期講習や１月、２月は何やるの？３． 冬期講習や１月、２月は何やるの？

クラスによって、学習内容は違います。

おおまかに説明すると次のようになります。

・・・私立入試対策。公立入試対策。答案作成練習。見直しの仕方。漢字。公立入試の作文指導。国語国語

説明的文章の読解。文学的文章の読解。古文の読解。国文法、文学史。聞き取りテスト対策。

・・・私立入試対策。公立入試対策。答案作成練習。見直しの仕方。数学数学

単元別総おさらい。単元融合の総合問題演習。

・・・私立入試対策。公立入試対策。答案作成練習。見直しの仕方。リスニング対策。英語英語

長文読解演習。入試頻出英単語・熟語の確認。出題形式別問題演習。

・・・公立入試対策。答案作成練習。見直しの仕方。Ｓ組は私立入試対策も実施。理科理科

１２月は「１・２年の復習 。冬期講習では「電気 「 宿題）中３領域の復習 。」 」（ 」

１月以降の平常授業は「１・２年の復習 「実戦入試問題演習 。」 」

・・・公立入試対策。答案作成練習。見直しの仕方。Ｓ組は私立入試対策も実施。社会社会

確認テストで地理・歴史の復習をしながら、入試に向けた総まとめをします。

・・・ その日の授業の内容を理解できているか確認・質問する時間です。ふり返り演習タイムふり返り演習タイム

・・・ その日のうちに終わらなかった課題を仕上げたり、質問する時間です。課題の時間課題の時間
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４． 冬期講習の日程と１日の時間の流れ４． 冬期講習の日程と１日の時間の流れ

(１) クリスマス過去問パーティー(１) クリスマス過去問パーティー

１２月１９日（日） 午前１０:００～午後９:００１２月１９日（日） 午前１０:００～午後９:００

オンライン自習室 ２３：００まで openオンライン自習室 ２３：００まで open

私立高入試目前です。入試に向けてモチベーションを高めるアイスブレークを行います。

息抜きで少し遊びもしましょう。私立過去問を徹底的に繰り返し、入試問題傾向を探ります。

そして、その入試問題の解法を個別に指導し、合格へ導きます。

昼食･夕食は各自ご用意ください。昼食休憩は７０分。夕食休憩は４０分です。

＜持ち物＞厚手の服、とくに腰より下や足下をあたたかくする膝掛けやブランケット（足下を

暖かくすると体は冷えません）タオル、マスク、そして勉強道具

(２) その後の冬期講習(２) その後の冬期講習

１２月２３日（木） 午後 ２:００～午後９:００１２月２３日（木） 午後 ２:００～午後９:００

１２月２４日（金） 午前１０:３０～午後６:００１２月２４日（金） 午前１０:３０～午後６:００

この2日間は過去問を使って答案作成練習をします。

１２月２５日～３１日 ＆ １月４日～５日１２月２５日～３１日 ＆ １月４日～５日

午前９:００～午後６:３０午前９:００～午後６:３０
＋α 課題や過去問演習の時間１日８０分授業×５つ （過去問演習＋ふり返り演習タイムを含む）

以降補習するときもあります。たとえば下表。クラスにより教科の順が異なります 7:00

その場合､ が夕食休憩時間。最終の終了予定は午後 です。6:30 7:15 9:15～

12/29、1/2、1/3はお休みです。

9:00 9:50 11:00 11:20 12:40 12:40 1:40 1:40 3:10 3:20 4:40 4:50 6:30集合 ～ ～ ～ ～ ～ ～

9:30 9:50～

１日目 朝の会 国語 国語 呼吸法＆数学 数学 ふり返り演習

＆ 昼食休憩 や

２日目 過去問演習 英語 英語 呼吸法＆理科 社会 課題･補習

１月６日（木） 午後 ２:００～午後６:５０ 過去問演習１月６日（木） 午後 ２:００～午後６:５０ 過去問演習

（自習室は夜９：００まで）（自習室は夜９：００まで）

７日（金） 午後 ４:００～午後９:００ 自主勉７日（金） 午後 ４:００～午後９:００ 自主勉

８日（土） 午後 ２:００～午後９:００ 自主勉８日（土） 午後 ２:００～午後９:００ 自主勉
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(３) 正月元日勉強会 1月1日（祝）(３) 正月元日勉強会 1月1日（祝）

午前１０:３０～午後３:３０午前１０:３０～午後３:３０
私立過去問・県立過去問の学習会を行います。自分の過去問を持ってきてください。

午前中には道野辺八幡宮に初詣・合格祈願にまいります。

10:30～12:30合格祈願 12:30～1:10昼食 1:10～3:30勉強

(４) Ｖもぎ＆直し 1月９日（日）現地午前8:10集合(４) Ｖもぎ＆直し 1月９日（日）現地午前8:10集合

その後 午後3:００～午後５:４０ ラピスにてＶもぎ直しその後 午後3:００～午後５:４０ ラピスにてＶもぎ直し

（自習室は夜９：０0 まで）（自習室は夜９：０0 まで）
県立入試模擬テスト「そっくりもぎ」を試験会場で受けます。

第一希望校に余裕で合格する得点をとってください。

(５) 面接練習会 ＆ 過去問演習 １２月３１日（金）(５) 面接練習会 ＆ 過去問演習 １２月３１日（金）

午前９:３０～午後６:４５午前９:３０～午後６:４５

自分自身を内観し、緊張の限界の中で自分を語る訓練をします。就職試験にも役立つかもしれません。

面接に合格した人は、そこから学習タイムです。私立過去問・県立過去問を持ってきてください。

クラスにより日程が異なりますので、ご注意ください。
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（ ）は税込５． 講習費用５． 講習費用

５科講習 講習１５日間 69,000円（75,900円）５科講習 講習１５日間 69,000円（75,900円）

３科講習 講習１５日間 52,000円（57,200円）３科講習 講習１５日間 52,000円（57,200円）

プラス正月勉強会 プラス 0円プラス正月勉強会 プラス 0円プラス正月勉強会プラス正月勉強会 １月１日１月１日

プラス面接練習会 0円プラス面接練習会 0円プラス面接練習会プラス面接練習会１２月３1日１２月３1日

プラス個別指導４回〔８０分×４〕プラス1２,０00円プラス個別指導４回〔８０分×４〕プラス1２,０00円

（13,200円）（13,200円）

６． 冬期講習のそのあとは これまたとことんつきあいます６． 冬期講習のそのあとは これまたとことんつきあいます

平常授業は１月11日（火）から始まります。
安全校（すべり止め）や挑戦校、第一希望校への確実な合格を目指し、

１月、２月は平常授業以外にも日曜・祝日を含め、補習をしてまいります。

上記以外の選択をご希望の方は遠慮なくおっしゃってください。
たとえば 「１科目だけ受講したい 「12月だけ受講したい」などです。、 」

冬期講習のみの新規生は講習費以外に
テスト費 円（ 円 、プリント費 円（ 円）を納入いただきます。4,000 4,400 2,500 2,750）

紹介特典があります。紹介特典があります。
紹介してくださった方、紹介で入校した方のそれぞれに特典がございます。

。。弟妹割引があります弟妹割引があります
兄弟で講習費の低い方が弟妹割引の対象になります。

（ ）の金額は税込価格です。

鎌ヶ谷にＬＡＰＩＳができて１９年鎌ヶ谷にＬＡＰＩＳができて１９年

船高・東葛飾・薬園台・小金 １５１名合格船高・東葛飾・薬園台・小金 １５１名合格

鎌ヶ谷高校 １１０名合格鎌ヶ谷高校 １１０名合格
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12月2５日（土）から１月５日（水）12月2５日（土）から１月５日（水）

①個別指導①個別指導

さまざまなご希望にお応えするＬＡＰＩＳの個別指導

おもに、ＬＡＰＩＳの通常授業に通っている生徒を対象とします。

コース名 授業時間 コース内容 受講費用

円 （ 円）80 分× ４回 12,000 13,200

自分のペースで勉強を進めたい
個別コース 円 （ 円）80 分× ８回 24,000 26,400

という方のためのコースです。
円 （ 円）80 分×１２回 36,000 39,600

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。

教材費は必要な時のみ実費（講師用教材費を含む）をいただきます。

その他 テスト希望する → テスト費実費 テスト希望せず → テスト費無し

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。

８回以降、４回につき12,000円（13,200円）ずつ増えます。

毎回、指導記録をお渡しいたしますので、家庭でご確認の上

印（サイン）を押し、次回指導時に持たせてください。

②高校生②高校生

中学生のときにＬＡＰＩＳで学んでいた生徒を対象としています。

コース名 授業時間 コース内容 受講費用

円 （ 円）80 分× ４回 12,000 13,200

自分のペースで勉強を進めたい
個別コース 円 （ 円）80 分× ８回 24,000 26,400

という方のためのコースです。
円 （ 円）80 分×１２回 36,000 39,600

教材費は必要な時のみ実費（講師用教材費を含む）をいただきます。

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。

８回以降、４回につき12,000円(13,200円)ずつ増えます。

この案内に記載されている内容以外の選択をご希望の方は遠慮なくおっしゃってください。

（ ）の金額は税込価格です。


