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本気は

 楽
しい！



はじめに ―勉強合宿の持つ大きな意義―

　人がやることには２種類しかありません。「やりたいこと」と「やらなくてはい
けないこと」。どちらも「本気」になって取り組めば、その先には「本当の喜び」
と「成長」があります。
　しかし、どちらも途中の過程では、苦しいとき、乗り越えなくてはいけない壁に
ぶつかるときがあります、「本気」になればなるほど……。でも「本気」であれば、
あきらめない。乗り越えられる！
　水泳の北島康介元選手が言っていました。
　「ぼくは、がんばるのが好きですし…」
　みんなも「本気」でこの合宿をがんばりぬいて「本当の喜び」と「成長」をつかみ、

「がんばるのが好き」と堂々と言える人になろう！

1

「 本物の勉強って楽しいんだ！」

「やり抜く力  ～合宿がもたらすもの～」

　子どもたちが劇的に変わっていく瞬間に立ち会うたびに感
じることは、「きっかけ」作りの大切さです。
　ＦＣの「勉強合宿」は一日の勉強時間が１０時間という内
容から、よく保護者の方より、「うちの子には無理ではないで
しょうか」というご相談をいただきます。
　しかし、親が「ちょっと無理かな」と感じるような時こそ、
子どもを成長させる絶好のチャンスなのです。実際に参加し
た子どもたちは、１０時間の学習を日課のようにこなし、日
を追うごとに顔つきまでたくましく変わっていきます。
　もちろん、合宿の途中、疲れを見せることもありますが、
学習コンテストなど友人同士で切磋琢磨できる場が刺激とな

　秋以降に受験生を待っているのは、模試や過去問の結果に
直面しつつ、「①徹底的な弱点補強 ②得意分野のさらなる強
化」にひたすら取り組む、苛酷な日々です。課題の量と難易
度がグンと上がる時期であり、受験に向けた勉強が「本格化」
します。提示された「やらなければならないこと・やるべき
こと」がたくさんある中、しかし為すべきことは「ただこな
すこと」ではありません。「そこから浮かび上がった自らの弱
点、できない問題に強い意志で向き合うこと」こそが大切な
のです！　
　いま目の前に、できない・わからない一問がある。しかし、
やらなければならないことも、他に膨大に残っている。そう
したプレッシャーと葛藤の中で、冷静かつ敢然と自分の弱点
と向き合い、ひとつひとつ穴を埋めていく。そのために必要

り、メリハリのある生活の中でそれぞれが自分のリズムを整
え、順応していくようになります。これも共同生活をする中
で身につけてほしい生きる力の一つです。
　さらに「勉強合宿」での一番の収穫は「本物の勉強って楽
しいんだ」という経験です。
　勉強は本来、自学が基本です。ＦＣの理念もまた「自学タ
イム」が象徴するように「自学」にあります。
　しかし、自学ができるようになるには「本物の勉強の仕方」
とその楽しさを知るという経験が欠かせません。
　これを凝縮して経験できる場が「勉強合宿」です。
　今年の夏はひと回り大人になって帰ってくるわが子を楽し
みに、背中を押して送り出してください。
 スクールＦＣ代表　松島 伸浩

なのは、強固な「意志の力」、目の前のことから逃げず、自分
を甘やかさずに、「本当にやり抜く力」です。勉強合宿は、参
加したすべての子が「やり抜く」経験をつめる場です。そし
て合宿には、知識の獲得だけではなく、意識の変革までも指
導できる、環境と時間があります。
　ときに甘えの許される「普段の環境」を離れ、朝から晩ま
でただひたすら、勉強のみに向き合い続ける。この数日間を、
自分と向き合い、仲間の姿に励まされながら乗り切った経験
は、これまでも多くの受験生に「自信」と「やり抜く力」を
与えてきました。
　戦いを終え、春を迎えた受験生の多くが、「勉強合宿で、自
分は変わった」と自らを振り返ります。
　意識改革の大チャンス。「やりきった」静かな充実感と、今
後への決意に満ちた子供たちの顔を見るのが、今年も本当に
楽しみです。
 スクールＦＣ教務部部長　仁木 耕平

本 気 楽 し い ！は



日 程

場 所

費 用

富士箱根ランド（〒 419-0101　静岡県田方郡函南町桑原笛場 1354）

※合宿に関するお問い合わせは、上記宿泊先ではなく、スクールＦＣ・西郡学習道場までお願いします。

80,000 円（税抜）
※花まるグループの各教室にお通いでない方は登録料として 5,000 円を別途頂きます。

8/5（月）～ 8/9（金）４泊５日

コース案内

合宿詳細2

算数

理科

本番で使える『型』の習得！

今こそ、『足場固め』を！

実戦形式『語彙力』アップ！

『古代～近世の歴史』完全制覇！

国語

社会

　小６の１学期までに学習した「受験算数の基本知識・典型
的な型・図の書き方」を徹底的に復習します。また、それら
を使って考える実戦問題にも挑戦します。算数の基本が固まっ
ている前提のクラスでは「よりハイレベルな型・知識」の習
得と、実戦問題演習にあたります。

　入試問題に取り組むにあたって、足場となる「重要知識の
徹底攻略」を行い、演習問題にも挑戦することで知識の使い
方の定着も図ります。知識の覚え方と問題での使い方を見直
し、先の「受験本番」まで使える学習法を改めて身につけます。

　「語句の意味を問う問題」を主な素材として、語彙力アップ
に挑戦します。
　この先、過去問や模試で出会った「知らなかった言葉」を
どう処理し、自分のものにしていくか。今回扱った言葉の習
得にとどまらず、「これから」に結びつく学習法を身につけて
もらいます。　　　　　　

　古代～中世に向けて、歴史の「流れ」をおさえます。頻出キー
ワードを因果関係とともに確認し、バラバラになっている歴
史の流れを整理して「徹底的に覚え直す」ことで、入試頻出
の並べ替え問題や記述問題に対応できる力をつけていきます。

教科と内容

3
受験生・天王山制覇特訓！
　入試頻出の重要単元にテーマを絞り込み、実践的な演習を行ないます。１科目ずつ、授業→自学→確認テストのサ
イクルで集中して取り組んでいきます。その長い時間をクラスで過ごし、同じ一つの目標に向かう同志として、切磋
琢磨しながら課題をやり抜きます。自学の時間を通して、自分自身としっかり向き合いながら「自分の勉強」を行なっ
ていくのも、この合宿の大きな特徴です。
　ここで数多くの受験生が劇的な変化を実感し、秋以降の追い込みで見事な結果を残してきました。

小学６年生



国語 知識の克服！

数学 「関数」大特訓！

　入試最重要頻出単元である「関数」を過去の入試問題を扱
いながら、「1 次関数」「2 次関数」ともに入試の得点源になる
ように徹底的に鍛えていきます。
　また、主に私立高校の入試問題を扱いながら、数学の土台
となる計算力も鍛え上げます。

　高校入試の国語において頻出であるにも関わらず、後回し
にしがちな「文法」に正面から向き合います。
また、漢字・ことわざ・慣用句など確実に得点したい知識問
題の克服にも挑戦していきます。

暗記例文 108 ！英語
　108 の例文の音読、口頭英作文、問題演習を繰り返すこと
で理解度を深め、夏以降の学習のスピードアップを狙います。
中１・中２での学習内容の復習も行いながら、長文読解の土
台を作っていきます。

中学 3 年生

　今回の合宿で私の苦手分野や本当の本気について知ることができました。
　 初日はまだ全然本気になれず、英語、数学のテストも点数を取ることができませんでした。しかし、日がたつにつれ

て、本当の本気とは何なのかがだんだん分かっていきました。でも、本気になるにつれて、上がった点数も下がって
しまい、とても悔しかったです。その経験から、私はテストで点が下がるとその教科に集中して時間を費やしてしまい、
やらなかった教科の点数は下がってしまうという欠点を知ることができました。そのため、自学の時間は計画を立てて、
その計画通りに勉強ができるように工夫しました。

　その他にも、姿勢やテキパキと行動するなどの一見勉強とあまり関係ないようなことでも、本当は深く関わっているということが
分かりました。私は猫背になりがちだし、授業中眠くなって授業が頭に入らないなどの問題点がありました。が、姿勢を良くするだ
けで、その課題を見事に克服することができました。
　そして、最後にこの合宿のテーマ『本気は楽しい』についてです。最初聞いたときは理解ができませんでした。しかし、実際にこ
の合宿に来てみて分かったのは、本気になると、授業が分かり楽しくなる分、本気になればなるほど悔しさも感じられる。そして、
その悔しさと楽しさをまとめて、「本気は楽しいんだ」ということが分かりました。なので、この合宿で学んだ本当の本気の意味を忘
れず、日々の学習をがんばります。

　　　僕の変化のきっかけは、朝チャレで行った本気の似顔絵大会だった。描きやすそうな先生を選んだ。時間は十分。　
　　最初は何となく描いていた。が、時間がたっていくうちにだんだん本気になっていった。最終的には頭のりんかく　
　　しか描けず、森の一部みたいになってしまった。けれど、本気でやったせいなのか、すごく楽しかった。
　　　自分で思う変化したところは、取り組み方だ。前までは、できていなくてもごまかしてマルにしていた。けれど
　　も間違っているところは堂々とバツをつけられるようになった。

　今回の合宿で「本気は楽しい」ということを存分に味わった。だから、これからの人生、本気でやっていろんなことを楽しめるよ
うになりたいと思った。

教科と内容

小 6 体験談：「本気は楽しい」と気づいた夏

中３体験談：合宿で得た気づき



中学１・２年生

　ぼくは、本音を言うと、この合宿に興味はありませんでした。なぜかというと、四泊五日で、「勉強、勉強！　
　　　 勉強！！」で、スケジュールを見ただけで嫌になったからです。

　それでも「ま～、大丈夫だろう」とへらへら浮かれて合宿に来たら、みんな本気でやっていて、食事とお風呂と
寝る以外は勉強だけ。最悪な気分で１日目が終わりました。
　２日目は、ＴＯＤＯリストに書いた学習項目に取り組み、その中で自分も少しずつ本気になれましたが、だんだ
ん家に帰りたくなって、ホームシックになっていきました。それでも、なんとか、がんばることができました。

　３日目は、模擬定期テストがあったのですが、全力でやりきりました。
　テストはよくできなかったのですが、先生が「テストの結果よりも、テストまで自分がどれだけがんばったかが大切だから」と言っ
てくれました。
　ちなみに点数は、理科７７点、社会８２点でした。
　もっと高得点をとっていたクラスメイトもいましたが、自分の全力を出し切れたので、自分の中では最高得点です。
　この合宿は、自分が変わろうと思えば変われるし、たとえそう思わなくても、周りから何かしらの影響を受けるはずです。
　ぼくは、この合宿で「集中力」と「忍耐力」と「自信」を得ました。
　この合宿は、変われる合宿です。

定期テスト学習法徹底講座

　中１・中２の勉強合宿は『定期テスト学習法徹底講座』です。
　定期テストを終えると、「どう勉強していいかわからなかった」「量が多くて思うように進められなかった」という
反省や後悔を感じたことはありませんか。しかしそれは単に「今の自分が何をすべきか」がわからず、「量に向き合う
こと」に慣れていないだけなのです。
　この合宿では、「定期テストの学習法」を徹底的に学び、2 学期以降の定期テストの大幅得点アップを狙います。

中２体験談：変われる合宿

教科と内容

　合宿では、理科・社会に教科を絞り、普段の定期テスト範囲相当の学習をします。自分の弱点を知り、それをもとに計画し

た学習に根気よく、長時間集中して取り組み、学習漏れのないようにする、ということを体感します。目標達成 ( 最終日に『模

擬定期テスト ( 理・社 )』を行います ) のために一日中勉強をやり抜くという経験は、「やればできる！」という自信につながり、

間違いなく子どもたちをひと回りもふた回りも成長させることでしょう。

　理科、社会で点数を伸ばせるようになることは、今後の定期テストにおい

てもアドバンテージとなります。また、自ら計画的に学習する力を養うこと

で、他教科においても成果を上げることができるようになります。この合宿

を通して今後の学習の基礎となる力を身につけ、２学期以降の中学生活に弾

みをつけましょう！



FAQ　生活面・学習面それぞれの疑問にお答えします！

生活について
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Q
A

起床・就寝時間は何時ですか。

６時起床、小学生は 22 時、中学生は 23 時
消灯の予定です。

Q
A

合宿の途中でリタイアする子はいます
か。

ホームシックになる子、体調を崩す子は毎
回いますが、スタッフがサポートをいたし
ますので、最後までがんばりぬくことがで
きています。

Q
A

現地で病気や怪我をした場合の対処は
どうなりますか。

38.5℃以上の熱が出た場合は、必ず病院に連
れていき、診察を受けます。病院に行く前に
保護者に連絡をして、現状報告をさせていた
だきます。診察後も診察結果を伝えるために、
ご連絡いたします。怪我の場合も程度により
同様に対処させていただきます。

Q
A

大きな地震が発生した場合の対応はど
うなりますか。

まず生徒の安全を一番に考えて、対応いたます。
宿泊所は、建物強度の面で問題ございません。
生徒の安全確保後、速やかに WEB 掲示板に状
況報告をアップいたします。その後の対応につ
いては、WEB 掲示板もしくは保護者の緊急連
絡先にご連絡させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q
A

食物アレルギーがあるのですが。

健康調査票にてアレルギーの調査を行いま
す。成分まで調べる必要があるお子さまは、
各校舎まで事前にご相談ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
途中からの参加、もしくは途中
で帰ることはできますか。

各校舎にご相談ください。

Q
A

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝と夜は寒いですか。

基本的に、朝夜は冷え込みますので、長袖・
長ズボンを必ずご用意ください。

Q
A

Q
A

夜、子どもから電話をかけさせ
たいのですが、可能ですか。

ご遠慮ください。親元を離れて生活している
ことに意味があるので、ご理解ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q
A

交通手段はなんですか。また、合宿
の集合・解散場所はどこですか。

往路・復路ともにバスを使用します。
集合・解散場所は現在調整中です。要項にて
お知らせいたします。



Q
A

小６は受験コースに通っていなくて
も、参加できますか。

受験コースのカリキュラムで勉強されてい
る方が対象となります。合宿での授業内容
が、受験コースでの学習を前提としている
ためです。このため受験コースの勉強をさ
れていない方は、合宿の参加は難しくなり
ますが、ＦＣや道場以外の学習塾にお通い
で、勉強合宿にご興味がおありの方はご相
談ください。

Q
A

カメラや携帯電話を持って行っ
てもいいですか？

カメラ・携帯電話の所持、使用は禁止して
います。親元を離れて生活し、 勉強だけに集
中することに意味があるので、ご理解くだ
さい。勉強道具以外の持ち物は必要ありま
せん。
　また、お土産等を買う機会もありません
ので、お金も必要ありません。

Q
A

クラス分けはしますか。

習熟度別にクラス分けを行います。普段の
クラスとは必ずしも一致しません。Q

A
先生は誰が行くのですか。

各校で、普段の授業を担当している講師が
引率し、授業を行います。

Q
A

長時間学習についていけるか、不
安です。

１日１０時間以上勉強するのが初めてとい
う子でも、メリハリをつけた学習、効果的
な休憩をとり、長時間集中して学習できる
しくみになっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Q
A

合宿中の様子を知ることはでき
ますか？

合宿中、活動内容をご覧ただける WEB 掲示
板を設置し、現地での授業風景や、イベント
などの様子を配信します。

参加される方には、WEB 掲示板ＩＤとパス
ワードを明記したおたよりを配付いたしま
す。

WEB 掲示板では持ち物の追加や変更点、解
散時には解散予定時刻などをお知らせします
ので、お申し込みをされた方は、必ずブック
マークをお願いします！

学習について

WEB 掲示板について
持ち物について



https://www.schoolfc.jp/school/
お問い合わせは各校舎にお願いいたします。各校舎のご連絡先・場所はこちら→

❶ 下記ＵＲＬまたは右記ＱＲコードより、申し込みページにアクセスしてください。

　 https://www.schoolfc.jp/event/ （スクールＦＣホームページからアクセスすることもできます）

❷「会員ＩＤ」「パスワード」を入力し、ログインします。

❸ 必要情報を入力し、登録を押します。

● お申し込みされた方には、詳しいご案内（要項）をお渡しいたします。
● 参加要項、WEB 掲示板等についてのご不明点は、各校舎までご連絡ください。
　担当者よりご案内、ご説明させていただきます。

※ お申込みいただいた時点で、本パンフレットに記載されている内容すべてにご同意いただいたものとします。

6/17（月）～ 6/30（日）申込期間

お申し込み方法

参加費について 免責事項

キャンセル規定

ケガや感染症に関して

●  参加費には、交通費／宿泊代／引率代／教材費／保険料が含まれています。
●  参加費は、8 月 14 日 ( 水 ) にご登録いただいている銀行口座より引き落としとな

ります ｡
●  花まるグループに口座を登録されていない方には、振込用紙をお渡しいたします。

そちらにてお振込みください。
●  授業料に未納のある場合はお申し込みを受け付けることができません。ご了承く

ださい。

次に例示するような事由により参加者が損害を被られた場合は、その損害を賠償す
る責任は負いませんので予めご了承ください。また、これらの事由による参加費の
返金もできませんのであわせてご承知ください。

●  天災地変（地震や台風、落雷、洪水、津波など）、戦乱、暴動またはこれらのた
めに生ずるイベント内容の変更もしくはイベントの中止、官公署の命令その他当
社の関与し得ない理由によりイベント継続が不可能になった時。

●  運送、宿泊機関の事故もしくは火災またはこれらのために生ずるイベント内容の
変更もしくはイベントの中止

●  食中毒
●  盗難
●  運送機関の遅延、不通またはこれらによって生ずるイベント内容の変更もしくは

実施時間の短縮
●  天災地変など、何らかのやむを得ない事情により、予定していた交通機関を変更

せざるを得なくなった場合や宿泊が延びた場合、その分の交通費や宿泊代などは
各ご家庭にご負担していただきます。

必ずお読みください。

●  お客様のご都合で参加を取り消される場合は、７月 11 日（木）から参加費用に
対してキャンセル料が発生します。キャンセル料を納入された場合のみ、キャン
セルは可能です。

　 （キャンセル料の納入が確認できない場合、キャンセルの手続きをお受けすること
はできません。）

●  ７月 11 日（木）以降で、参加費の引き落とし前にキャンセルをされた場合は、下
記表のキャンセル料と引き落とし手数料（３００円）を、ご登録いただいております
銀行口座より引き落としさせていただきます。

●  参加費の引き落とし後、キャンセルされた場合は、下記表のキャンセル料と振込
手数料（３００円）を参加費から差し引いた金額を、ご登録いただいております銀行
口座へ返金いたします。

キャンセル日 キャンセル料
7月11日（木）
～7月29日（月）の19時まで

参加費の 10％

7月30日（火）
～8月4日（日）の19時まで

参加費の 20％

8月5日（月）当日の出発前まで 参加費の 50％

出発時間後のキャンセル
または無連絡不参加

参加費の 100％

●  参加期間中、全ての方に保険へご加入いただきます。
　（お申し込みと同時に自動加入となります。料金は参加費に含まれます。）
● 期間中に病院へお連れした場合の診療費は、個人負担となります。
●  期間中に体調を崩し、感染が広がる可能性があると考えられる場合には、現地

までお迎えに来ていただきます。その際の費用は、個人負担となります。
●  インフルエンザなどの感染症に疾患した場合、もしくはその疑いがある場合に

は、ご参加いただけません。医療機関での治癒証明書の提出をお願いする場合
がございます。

※上記理由により参加取り消しとなった場合も、キャンセル料が発生いたします。
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