
2019夏期特別講習

ご案内
個人に合わせたカリキュラムにて、双方向型授業だから、わかる、解ける、できる！



2019夏期特別講習に向けて

夏休みという期間を有意義にするため、今の自分を見つめ直し、各人
各様に目標を立て、邁進してほしいと思います。目標設定として、得意
分野については、発展的学習を行い、新たな刺激を受け、学ぶことその
ものを楽しんでほしいと思います。また、苦手分野については、「今の
時点でこのくらいはできないといけない」という目標を定めチャレンジ
することが大事だと思います。

失敗することは、未来ある人間にしか許されることのない機会なので
す。信じてもらえるうちは、何度でもチャレンジしてほしいと考えてい
ます。

今は誰もが低いレベルかも知れません。しかし、「今」という時ほど、
自己陶冶できる機会はありません。今日より明日はもっとすごくなるこ
とを期待し、着々と積み重ねる先に「絶対的な学力」が形成されること
を信じてやみません。もう無理だなんて思わないで下さい。チャンスは
何とかしたいと思ったその瞬間がはじまりであり、今の積み重ねがミラ
イとなるのです。

この機会を実りある瞬間としてほしいと思います。もしやる気になっ
たら、是非この特別講習から一緒にやろう。

Where there is a will, there is a way！

さあ、この夏、SOCRAで
成長を実感してみませんか？

一度も失敗した
ことがない人は、
何も新しいことに
挑戦したことが
ない人である。

アルベルト・アインシュタイン
（1879年～1955年）

理論物理学者



SOCRAの使命は本当の自分を創ること。
自分の無知を知り、
知らないを知ることから始まる。

古代ギリシャの哲学者ソクラテスに塾名を由来しています。
「無知の知」を主体的な学びのきっかけにさせたいと思っていま
す。無知とは知識・常識の多寡ではなく、己の“知る”を知り、
“知らない”を知ることが大切であるということです。塾名であ
るSOCRAには自分の知らないを知ることが今より先のミライを
大きく変えるきっかけとなってほしいという願いがあります。そ
んなソクラテスの学びに”問答法”という対話の繰り返しにより、
知へ到達させ、学び合いにより真の智へ昇華させる学びを“ソク
ラメソッド”としています。個人に合わせたカリキュラムにより、
いつでも、だれでも、どんな志望校でも目指し、実現させる学習
塾を志向しています。
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2.やる気を創ります！

1. 自分だけのオーダーメイド学習プラン

4.PDCAサイクルによる学習カイゼンを行います。

3. 双方向型授業だから、自分で考える力が身につく

SOCRAメソッドとは…
一人ひとりの学び方や理解に合わせて
学習の最適化を図る学びです。

SOCRAの夏期講習は幼児・小学生・中学生・高校生・
浪人生などの全学年、全教科に対応できます。個人に合
わせたカリキュラムで、目標・ミッションごとに対応し
た学習プランにて、生徒一人ひとりの学びをサポートし
ます。生徒・保護者のカウンセリングを通じて一人ひと
りの目標・ミッションに合わせたあなただけの学習プラ
ンをご提案します。

学ぶ姿勢を作るのは”意志”です。やる気、興味、情熱
などのきっかけとなる気持ちを大切にします。勉強はや
る気があるかないかでその成果は全然違います。生徒の
わからない、できないの声に耳を傾け、絶えず生徒を期
待し、応援していきます。いまは自信がなくても、あな
たの不安や課題を教えて下さい。一緒にその課題を克服
しましょう！

SOCRAは「解へのプロセス」という思考・ロジックを大
切しています。講師が一方的に教える、もしくは教え込み
をするのではなく、「自分で調べ、自分で考えることを身
につけさせ、自分の勉強法を確立させる」“自学自習”
する力を伸ばします。夏期講習で身につけた「自学自習に
よって自分で考えて解く力」は学力の基本となります。

SOCRAの学習は“自学自習”による、自分の学習法の確
立を目指します。そのために自分を知ることを大切にしま
す。今の自分を知ることとは、知らないを知ることがその
スタートになると思います。無知の知は、SOCRAの学習
法の出発点であり、学習を計画し、計画に沿って学習を行
い、確認・到達度を計り、学習方法のカイゼンを行います。



①わかるから
できるへ

解答プロセスの重視

これまでの学習経験や、得手不得手により現状のレベルは
各人各様でしょう。基礎・基本の定着を重視する者、応用
力養成を狙う者と、目標もまた様々です。対話型授業によ
り、生徒一人ひとりと課題や目標を共有し、コミュニケー
ションを図りながら行います。正解までのプロセスに於い
て一つひとつ理解度を確認し、曖昧な箇所を排除すること
で、本質的な理解（わかる）を行い、必要かつ十分な類題
演習により解答力の向上（できる）を目指します。

②学習効率を追求
する

個別最適化プラン

③精選した良問を
考え抜く

アドバンス型授業

④基礎基本を徹底
理解する

フォロー型授業

現在の学習進捗と習熟度に応じた、自分専用カリキュラムに
基づき指導を行います。生徒一人ひとりとカウンセリングを
行い、目標と適性を判断した上で、効果的に学力を伸ばせる
ように各科目を体系化し、ロードマップを作成し、課題量を
按分してカリキュラムを設計いたします。受験生の場合は、
現状の学力から受験日までを逆算し、目標校別に必要な学力
と各自の学習課題とを分析し、毎日の学習計画をご提案いた
します。

各科目、基礎学力をある程度有し、目標への高い志を持つと
判断できる場合には、当該分野における発展的な学習や先取
り学習を行います。基礎から応用へと導くには、課題の難易
度や量をコントロールすることが重要と考えます。絶対的な
良問は存在せず、生徒一人ひとりにとってのタイムリーな良
問を提供していくことを積み重ねていきます。あなたがどの
ようにその課題に向き合い消化したのかを見極め、次の課題
を決めていきます。

各科目、苦手意識がある、あるいは、基礎の徹底を要すると
判断する分野については、原因を分析した上で、当該分野の
総復習を行います。弱点分野の克服には、自らの課題を認識
し、それに真摯に向き合い、次のステップを目指す意欲を持
ち続けることが大切だと考えます。そのため、画一的な指導
方針ではなく、生徒のレベルに応じて学習計画を練り、段階
別の目標を設定し、学習項目に優先順位を付け、一つひとつ
着実に消化できるように行います。

特別講習4つのポイント
－いつでも、だれでも、どこからでも－



夏期特別講習 概要
■ 講習期間

7月17日～8月31日です。但し、各学校の夏休み期間が異なりますので、

その期間に合わせて講習を行います。

■ 講習費用

追加授業として1コマにつき5,000円(税別)

（特別講習のみ受講の場合、年間維持費・教材費として月額1,200円（税別）を

申し受けます。）

■ お申し込み

ご提出用紙

「夏期特別講習お申し込み方法」をご参照の上、必要書類をご提出ください。

お申し込み期限

7月16日（火）（期限を過ぎる場合には事前にお申し出ください。）

尚、先着順にて授業予約を入れて参りますので、ご了承ください。

■ 授業設計

カリキュラム

科目ごとに分野・目的別に集中的に学習するため、生徒の理解度、目標と

スケジュールに合わせた個人別プログラムとなります。

授業日程

1コマ90分となります。希望する場合は、1日複数コマ指導も可能です。

授業スケジュールは別紙「個別授業予定表」に従います。

コアタイム制

講習期間中、各生徒の学習意欲をより高め、授業効率をより高めるために

コアタイム制を導入いたします。詳細は別紙「コアタイム制について」を

ご参照ください。

授業後面談

講習期間中、授業後面談は原則行いません。ご希望者は指定日制にて行います。

振替授業

講習期間中に欠席した追加授業につきましては、振替授業となります。

尚、振替授業は欠席日から1か月以内とさせていただきます。



コアタイム制について
講習期間中SOCRA&jr.はコアタイム制を導入いたします。

コアタイム制とは

幼稚科、小等科、中高一貫専門科、高等科および受験専門科というように各年齢層

別・目的別に授業時間枠を割り当てる制度（コアタイム制）となります。

コアタイム制導入のねらい

SOCRA&jr.には、幅広い年齢層の生徒が通塾しています。それぞれの目標に従って

長期休暇を充実させたいとお考えのことと思います。そこで、目標や年齢の近い生徒

ができるだけ同じ時間帯に集うように授業を組むことで、同志との切磋琢磨という要

素が加わり、学習に対するモチベーションを自ら高め、主体的に学習する意識を導き、

結果的に、より効果的に学習成果があげられるものと考え「コアタイム制」を導入す

るに至りました。

Q&A

Q  通常授業がコアタイム外に入っているのですが、どうすればよいですか？

A  通常授業の時間帯もコアタイム内に時間変更して授業を受講されることをお勧めし

ます。

Q 指定された時間外の授業時間帯で受講することはできますか？

A できます。ですが、担当講師とのマッチングや、教室の雰囲気などを含めますと、

最も効率的に学習できる時間は指定されたコアタイムになると考えております。また、

コアタイムにおいては、当該受講生への指導が優先となるため、重複してしまう場合

は、日程の再調整をお願いする場合がありますのでご了承ください。また、ご相談や

ご要望がありましたら、お申し付けください。

Q コアタイムごとに人気がある時間帯はありますか？

A 断言はできかねますが、各コアタイムの前半の時間帯が人気の時間帯になると思

われます。志望校過去問対策指導や弱点対策指導などのオーダーメイド型の指導をご

要望の方は、人気の時間帯を外して受講される方がよろしいかもしれません。ご相談

ください。

Q 講習期間中に教室を自習室として利用することはできますか？

A 講習期間中は受講生優先の指導となるため、コアタイム内外を問わず、課題を管

理されたもとでの自習はお受けできません。また、座席に限りがありますので、授業

時間前後に必ずしも自習スペースをご用意できない場合がございます。予めご了承く

ださい。



夏期講習 よくある質問
Q．夏期講習だけの受講もできますか？

A．通常授業を受講していない方でも、夏期講習を受講できます。夏期講習だけ普段
取っていない科目を受講することも可能です。一人ひとりの目的や、スケジュールに合
わせて学習プランをご提案いたします。まずは無料体験・カウンセリング随時行ってお
りますので、お近くの教室までお問い合わせください。

Q．目標を設定できていません。一緒に考えてもらうことはできますか？

A．受験生については、志望校が少しずつ定まってきたことと思いますが、非受験生に
ついては目標が設定できていないことも多い時期です。例えば、今のレベルよりも高い
志望校でも目標に合わせた合理的なカリキュラムをご提案いたします。受験だけでなく
検定の取得や、学校や模試の成績向上等、皆さんの夏の目標を一緒に考えます。

Q．夏休みから始めるとどのようなメリットがありますか？

A．夏休みは長期となるため大きく成績向上を望める絶好の機会です。皆さんにいち早
く勉強に向き合って欲しいと思い、昨年大好評いただきました夏のキャンペーンを実施
します。夏期講習から入塾すると入塾金無料となる夏割、10コマ以上受講すると割引
となるお任せ割やバリュー割などをご用意しています。

Q．夏期講習はどんな教科でも受講できますか？

A．全学年・全教科に対応しています。苦手科目を克服したい方、得意な科目をもっと
伸ばしたい方など、ご希望や目標に応じて科目、内容を選ぶことができます。まず各自
の現状を把握して、一人ひとりに最適なカリキュラムを作成した上で、テキストを選定
し、指導します。

Q．学校や他塾のフォローをしてもらうことはできますか？

A．学校や他塾のテキスト・カリキュラムに合わせた学校準拠型指導、他塾連動型指導
のどちらもフォローが可能です。「どこからわからなくなったのか」をつきとめ、あな
たに必要なレベルまで遡り、基礎・基本を作り直すことで、学習効率の向上を図ります。
希望する内容に合わせて、類似問題の演習も行いますので、より深く理解することがで
きます。

Q．夏期講習の受講は何教科から、どのような時間割で、受講できますか？

A．1教科から受講できます。1日1コマから、ご希望に合わせて複数コマ指導も行って
います。講習での目標、目的に応じたカリキュラムを作成しますので、カウンセリング
時にご希望をお知らせ下さい。SOCRAは生徒たちの部活動や課外活動などとの両立を
応援します。

Q．授業はどんな先生が担当しますか？

A．早稲田、慶應、国公立大レベルの講師陣から、あなたの希望する科目に合う講師が
担当します。SOCRAの先生は文系科目担当の講師なら、英語・国語・社会、理系科目
担当の講師なら、数学・理科といったように複数の科目を総合的にプランニングし、指
導を行うことができますので、目標や理解に応じて学習内容の調整が容易となります。

Q．講習期間中にお休みの日はありますか？

A．講習期間中（7月17日～8月31日）はいつでも受講が可能です。詳しくは別紙「個
別授業予定表」をご参照ください。尚、8月13日から16日は浦和校のみの開講となり
ます。熊谷校・川越校の在籍の受験生で受講をご希望の方はご相談ください。



④特別講習

開始

①学習相談

（希望制）

随時受付

②必要書類

ご提出

③授業日程

確定

お申し込み後

随時

7/16(火)まで 7/17(水)～

夏期特別講習 お申し込み方法

① 学習相談（希望制）

ご希望の場合は、下記のメールアドレスに電話あるいは面談の予約をお取りつけ下さい。

日時の調整を行いお知らせいたします。その後、担当講師とのお電話またはお面談にて、

塾やご家庭での様子、成績などの近況をもとに、最適な特別講習プランをご提案します。

ｓｏｃｒａ＠ｓｏｃｒａ．ｊｐ

※お面談に際しましては、個人レコード（模試の成績表及び解答用紙etc.）をご持参の上、

ご来塾下さい。

② 必要書類のご提出

必要書類へ記入し、ご提出ください。

『夏期特別講習お申し込み用紙』『2019年7月～8月 個別授業予定表』

夏休み期間中の通塾日程を決めるにあたり、ご都合の悪いところに斜線を 入れてください。

③ 授業日程の確定

ご提出いただいた授業予定表をもとに、特別講習期間の授業日程を作成し、配布いたします。

④ 特別講習開始

授業日程表にもとづきまして、特別講習スタートとなります。



夏期特別講習 お申し込み用紙
2019夏期特別講習に参加します。

ご希望のコマ数に☑を入れ、必要事項をご記入ください。

任意にコマ数をご希望される方はご希望の追加コマ数を記入してください。

また、ご不明な方は担当講師とご相談の上、お決めください。

※コマ数追加の目安：受験生は例年1日2～4コマ、平均40コマ程度の

追加を推奨しています。

非受験生は例年1日1～2コマ、平均20コマ程度の

追加を推奨しています。

各科目、総合的な学力向上には10コマ程度、苦手単元

の克服や先取りには分野ごとに5コマ程度が目安となり

ます。

夏期追加授業

□お任せ追加

□40コマ追加

□30コマ追加

□20コマ追加

□10コマ追加

□その他 コマ追加（任意に追加したい方向けです。特訓講習等、

この夏で大幅な学力向上を目標とする方はご相談ください。）

※ 別紙『 2019年7月～8月 個別授業予定表』を合わせてご提出ください。

お申し込み日 年 月 日

氏名（お子様）： 氏名（保護者様）： ㊞

切
り
取
り

※塾使用欄
□Ｅ（お申し込み日 / ） □V
□Ｆ（ご紹介者 ） □S                          □R

面談の上、目標に合わせて担当講師が通塾日程
をご提案するコースです。10％OFFとなります。
他の夏期キャンペーンとの併用可能となります。
詳細は別紙「SOCRAの夏の応援キャンペーン」
をご参照ください。



大学受験

合格実績（～2018）

公立高校

浦和高校 川越高校 川越女子高校

所沢北高校 和光国際高校

熊谷高校 熊谷女子高校

熊谷西高校 松山高校 他

都内私立高校

豊島岡女子高校

海城高校

城北高校

巣鴨高校

県内私立高校

慶應志木高校 早稲田本庄高校

栄東高校 西武学園文理高校

星野高校 城北埼玉高校

大宮開成高校 本庄東高校 他

難関中学（埼玉県外）
開成中学校 桜蔭中学校
麻布中学校 早稲田中学校
海城中学校 渋谷教育学園渋谷中学校
渋谷教育学園幕張中学校
海陽中学校（特待）
芝中学校 巣鴨中学校
共立女子中学校 創価中学校 他

県内中学
浦和明の星中学校 淑徳与野中学校
栄東中学校（東大選抜）立教新座中学校
星野学園中学校 西武文理中学校
城北埼玉中学校 他

中学受験

高校受験

国立大医学部
千葉大学医学部
鳥取大学医学部
群馬大学医学部（一般・推
薦）

私立大医学部
慈恵会医科大学 日本医科大学 順天堂大学医学部
近畿大学医学部 金沢医科大学 埼玉医科大学医学部
帝京大学医学部 日本大学医学部 福岡大学医学部

獣医学部
日本獣医生命科学大学獣医
学部
日本大学獣医学部
北里大学獣医学部

薬学部
明治薬科大学薬学部
星薬科大学薬学部
日本薬科大学薬学部 他

国公立大学
東京大学
北海道大学
群馬大学
埼玉大学

難関私大・準大学
早稲田大学 慶應義塾大学 上智大学
東京理科大学 明治大学 立教大学
法政大学 中央大学 学習院大学
津田塾大学 防衛大学校 気象大学校

歯学部
昭和大学歯学部
明海大学歯学部 他


