
 

2020 年度 春期講習案内 

 

フリーダム進学教室は、以下の日程で春期講習を行います。新 6 年生(現 5 年生)はいよいよ受験

学年に向けて難易度の高い問題に取り組んでいきます。新 5 年生（現 4 年生）は 2 月からの授業

を復習しながら、基礎力の徹底を図ります。お子様に最適な学習スタイル、時間割の中からご都

合のよい時間帯をお選びください。 

学習内容 

新５年生 

算数：和差算、三角形・四角形の面積、等差数列、小数の計算 

国語：物語的要素の入った文章の読解、論説文的要素の入った文章の読解 

理科：植物、動物、太陽、月 

社会：九州地方、四国地方、近畿地方 

 

新６年生 

算数：割合と比、平面図形と比、速さと比、つるかめ算、消去算、場合の数  

国語：物語的要素の入った文章の読解、論説文的要素の入った文章の読解 

理科：植物、電流、電磁石、発熱、中和、音 

社会：憲法、三権、地方自治 

概要 

１．新小 5 春期講習 

【期間】３月 23 日（月）～3 月 28 日（土） 

【授業数】（1 授業 1 時間 30 分） 

算数３授業 国語３授業 理科 3 授業 社会３授業 計 12 授業 

   ☆学力向上の観点から推奨は 4 科生 12 授業です。 

【費用】 

スタディールームセンター北（教室へ通塾するタイプ）とスタディールームオンライン（教室

の講師と TV 会議システムでつながり、個別で指導を受けるタイプ）が選べます。 

４教科セットコース：35,640 円（諸費用、消費税込）  

※多くの学校が 4 科入試となっていますので 4 科セットコースでの受講をお勧めいたしますが、上記セットコース以

外の受講の仕方も可能です。お気軽にお問い合わせください。 

 

 



2．新小 6 春期講習 

【期間】３月 23 日（月）～3 月 28 日（土） 

【授業数】（1 授業 1 時間 30 分） 

算数５授業 国語４授業 理科 3 授業 社会３授業 計 1５授業 

   ☆学力向上の観点から推奨は 4 科生 15 授業です。 

【費用】 

スタディールームセンター北（教室へ通塾するタイプ）とスタディールームオンライン（教室

の講師と TV 会議システムでつながり、個別で指導を受けるタイプ）が選べます。 

４教科セットコース：44,550 円（諸費用、消費税込）  

※多くの学校が 4 科入試となっていますので 4 科セットコースでの受講をお勧めいたしますが、上記セットコース以

外の受講の仕方も可能です。お気軽にお問い合わせください。 

 

【日程の調整について】 

多くの小学校では、3 月 26 日より春休みに入るところが多いかと思います。日程に関しまして

は 4 月 4 日まで、春期講習対応期間として、9 時 20 分～、11 時～、13 時～、14 時 40 分

～の 4 コマについては講習対応をいたしますので、ご相談ください。 

 

 

【お申込み方法】 

申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお送りください。 

スタディールーム（センター北、オンライン）につきましては、申込書下段の日程欄に受講可

能な時間帯に〇をつけてください。その中から受講希望教科・コマ数ならびに講師配置を鑑み、

設定させていただきます。なお、定員になり次第締め切らせていただきます。 

お申し込み後、お支払い方法のお知らせをさせていただきます。なお、入金確認後、ご予約完

了となりますのでお早めにお手続くださいますようお願いいたします。 

 

 

【受付開始】 

会員生 2020 年 1 月 27 日（月）午前 10 時～ 

 

一般生 2020 年２月 10 日（月）午前 10 時～ 

 
  ※スタディールーム・スタディールームオンラインの曜日・時間帯のご希望につきましては、先着順とさせていた

だき、定員となりましたところでキャンセル待ち受付とさせていただきますので、早めにお申込ください。 

   

 

 

  



【受講上の注意】 

○持ち物（スタディールーム センター北） 

・ノート 

・筆記用具（赤ペンを含む） 

・水筒（3 コマ以上受講する日は多めが望ましいです） 

・昼食（12:30～13:00 が食事休憩です） 

・軽食（必要に応じて） 

○家庭学習をしっかりしないと授業の復習・宿題は消化できません。早寝早起きをして午前中や

夕食前後の時間を有効に使いましょう！ 

○春期講習中はコマがかなり混み合っていますので振替も希望通りにできない場合もあります。

体調にも十分気をつけて欠席・遅刻のないように心がけましょう！ 

〇オンライン受講の方には後日授業 URL をお送りいたしますが、自分の授業以外の時間帯で授業

URL にログインしないようにしてください。 

 

 

フリーダム進学教室 
〒224－0003  

横浜市都筑区中川中央 1－23－1 フォレストノースビル 301 

横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン 

センター北駅下車徒歩１分 

電話番号：045-530-5480  

  

mail: info@freedomsg.net 

http://www.freedomsg.net/center 

 

  

 



お申込み FAX 番号 045－530-5480  メール info@freedomsg.net 

-------------------------------------------------------------------------------- 

2020 フリーダム進学教室-センター北- 

春期講習申込書 
フリーダム進学教室—センター北—の春期講習に申し込みます。 

ふりがな   

お子様の氏名   

お子様の学年 新小 5   ・   新小 6 

受講希望コース スタディールームセンター北  ・  スタディールームオンライン 

受講希望教科 算数  ・  国語  ・  理科  ・  社会 

保護者様氏名・印                          印 

ご住所 〒（    −     ） 
 

連絡先   −          − 

緊急連絡先   −          − 

メールアドレス   

 

  



スタディールームセンター北、スタディールームオンラインをご希望の方はご希望の時間帯を期間内で

受講する授業の分を〇で囲んでください。（なお、教科順はこちらで調整させていただき、後日ご連絡

させていただきます。） 

 

 

9:20−10:50 11:00−12:30 13:00−14:30 14:40−16:10 16:20−17:50

23日 月 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

24日 火 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5

25日 水 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5

26日 木 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5

27日 金 E-1 E-2 E-3 E-4 E-5

28日 土 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5

30日 月 G-1 G-2 G-3 G-4

31日 火 H-１ H-2 H-3 H-4

1日 水 I-１ I-2 I-3 I-4

2日 木 J-１ J-2 J-3 J-4

3日 金 K-１ K-2 K-3 K-4

4日 土 L-１ L-2 L-3 L-4

３月

4月


