
特別無料授業
実施受付中

夏期講習会 生徒募集！
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夏のフォーゼミ

夏休みに問題をたくさん解いて 1 学期の復習をしたい！
高校入試にむけて復習をしたい！
夏休みに宿題で分からない問題を教えてほしい！
この夏、フォーゼミで学力アップを目指しましょう！

学年
小学生

中学生

高校生

指導回数 × 時間
60 分 ×4 回～

90 分 ×4 回～

90 分 ×4 回～

12,000 円 ( 税抜 ) ～

18,000 円 ( 税抜 ) ～

19,000 円 ( 税抜 ) ～

学費
学年
幼児

小学生

中学生

時間
1 回 40 分 / 4 回～

1 回 50 分 / 4 回～

1 回 70 分 / 4 回～

4,000 円 ( 税抜 ) ～

7,000 円 ( 税抜 ) ～

9,000 円 ( 税抜 ) ～

学費

1 対 1 夏の個別指導

詳細は裏面へGO!

理科実験教室
夏の工作

自由研究

にも！

小 3～小６対象

日程　8/10(月・祝)

お申し込み
7/31まで

小 3～小 6対象

【今校】9：30～ 11：00
【本校】13：00～ 14：30
【料金】1,000 円 (税込)

望遠鏡のしくみ

本校：8名　今校 : 6 名定員 小５・小６対象

【今校】11：30～ 13：00
【本校】15：00～ 16：30
【料金】1,500 円 (税込)

モスキートーン

本校：8名　今校 : 6 名定員

こんな悩みはありませんか？ 何をどうすれば英語が分かるようになるの？

名様まで

どうすれば長文が読めるようになるの？

高校数学！物理！化学！の徹底復習は夏の個別指導でばっちり！
苦手科目の克服をしたい小学生、中学生のみんなにもお勧め！
1 学期の復習を夏に頑張って、2 学期に備えよう！

各講座先着 ※定員 8 名

どうしても英語が読めないあなたへ

第1部

15:00～16:30

2 学期からの長文が読める！

第2部

17:00～18:30

19:00～20:30

本校 8月10日（月・祝）



進学塾タイズ　今校
〒700-0975
岡山県岡山市北区今４丁目 8-18 グロースⅢビル 2F

進学塾タイズ　本校
〒700-0822
岡山県岡山市北区表町 3 丁目 10-21 平和ビル 3F

086-223-3434
受付時間：【平日】　  14:00 ～ 22:00
   【土曜日】15:00 ～ 20:00

http://www.jyuku-ties.jp/

スマホでも
アクセス

〒700-0822
岡山県岡山市北区
表町 3 丁目 10-21 平和ビル 3F

進学塾タイズ　本校

〒700-0975
岡山県岡山市北区
今４丁目 8-18 グロースⅢビル 2F

進学塾タイズ　今校

夏期小学生コース

学年 クラス名 夏期講習会費

夏期小学生コースでは少人数個別指導を実施し丁寧に1学期のつまずきを復習していきます。
また２学期の内容の先取りもしながら、夏休み明けにスムーズに学校の授業に入っていけるようにサポートしていきます。
さらに、塾生に好評の夏休みの宿題を塾に持ってきて集中して勉強する「夏休みの宿題をやろう会」もあります。
英語の授業では、タブレットを使用して、学校の学習内容にそった復習と、2学期の内容の先取りをすすめていきます。

大学入試を視野に入れた実践的な授業を高校１年生より行います。大学受験を知り尽くした岡山大学医学部医学科生が授業を担当し、教科書レベルの問
題から国立二次レベルの問題まで、素早く丁寧に対応していきます。高3では、共通テストから二次対策まで目的に合ったクラスを選択することができ、
志望校合格に向け夏休み中にやっておきたい、苦手科目の克服や得意科目の強化にピッタリです。
授業中はもちろん、授業前後の時間も気軽に質問ができます。授業のない日でも自習室が利用できます。ご自由にご活用ください。

夏期高校生コース

学年 クラス 夏期講習会費

高1

高２

スタンダード英語Ⅰ スタンダード数学ⅠA

スタンダード英語Ⅱ スタンダード数学ⅡB

スタンダード物理

スタンダード物理

高３

スタンダード英文法 スタンダード数学ⅠA

国立2次対策　理系数学 スタンダード国語

スタンダード物理

ハイレベル英語Ⅰ
ハイレベル数学ⅠA

ハイレベル英語Ⅱ

ハイレベル数学ⅡB スタンダード化学

スタンダード化学

スタンダード英文解釈

スタンダード数学ⅡB

国立2次対策　難関英語

スタンダード化学

小４～小６

小４～小６

小４～小６

小5

小6

35,000円（税抜）～

38,000円（税抜）～

左記クラスより1科目受講 7,500円(税抜)

左記クラスより２科目受講 14,000円(税抜)

左記クラスより３科目受講 18,000円(税抜)

本校 今校※一部実施しないコース有り

学力アップ算数+夏休みの宿題をやろう会

国語読解教室+夏休みの宿題をやろう会

ジュニアEnglish+夏休みの宿題をやろう会

選抜S(国私立中学入試コース)

選抜S(県立適性検査対策コース) 本校のみ

本校のみ

本校のみ

夏期中学生コース

公立高校への進学を目指し、1学期の内容の復習と2学期の先取りを進めていきます。基本問題の徹底演習と、応用問題への挑戦を通して、生
徒の目標に合った力を身に付けます。

学年 夏期講習会費
中1

中2

中3

指導科目
英数理社国＋課題演習

英数理社国＋課題演習

英数理社国＋課題演習

27,000円（税抜）

33,000円（税抜）

38,000円（税抜）

クラス名
県立高校受験【特進E】

県立高校受験【特進S】

県立高校受験【特進S】

今校

本校

本校

本校

学年 夏期講習会費
中1・中2

中3

指導科目
英数理社国＋課題演習

英数理社国＋課題演習

27,000円（税抜）

30,000円（税抜）

クラス名
県立高校受験【特進E】

県立高校受験【特進E】
今校

左記クラスより1科目受講/9,000円(税抜)～

左記クラスより1科目受講/13,500円(税抜)～

中国銀行
岡山西支店

岡山市立
西小学校

岡山市立
大元小学校

今村宮

北長瀬表町

問屋町

くすりのラブ

GS

宮脇書店

プログラミング無料体験会 参加者募集 開催日 8/8・8/22（土）

【時間】 13:30 ～ 15:00【定員】4 名【実施校】本校
2020年から小学校でのプログラミング教育が日本で始まります！プログラミングは、文章
の読み書きや計算と同じように、子どものうちに身に付けるべき基礎学力の一つ。
ぜひ、幼いうちからのプログラミング学習をご検討ください！


