
 

 

 

 

 

 

三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。

三条高校は約三条高校は約三条高校は約三条高校は約

まりません。両校を回避した生徒が

易度上昇が予想されます

    

「中だるみ」「中だるみ」「中だるみ」「中だるみ」

中学

一部の生徒に

学期から「中だるみ期」に入ります。そして

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。

生活で「慣れ」が生じると同時に、

実質実質実質実質

れた時間は多くありません。もし

で大きな差を付けるで大きな差を付けるで大きな差を付けるで大きな差を付ける

１年生からの総復習（前半）と

復習を復習を復習を復習を

 

◆三条高

学年

順位
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三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。

三条高校は約三条高校は約三条高校は約三条高校は約

まりません。両校を回避した生徒が

易度上昇が予想されます

    

「中だるみ」「中だるみ」「中だるみ」「中だるみ」

中学２年生は

一部の生徒に

学期から「中だるみ期」に入ります。そして

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。

生活で「慣れ」が生じると同時に、

実質実質実質実質 1111 年後年後年後年後です。内申点の処理が中

れた時間は多くありません。もし

で大きな差を付けるで大きな差を付けるで大きな差を付けるで大きな差を付ける

１年生からの総復習（前半）と

復習を復習を復習を復習を行う行う行う行うことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージ

◆三条高 巻高合格

偏差値

上位からの％

学年 

順位 

100

200

通知表

 

三条高校

巻高校

三条高

激変激変激変激変

三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。

三条高校は約三条高校は約三条高校は約三条高校は約 15151515％、巻高校は約％、巻高校は約％、巻高校は約％、巻高校は約

まりません。両校を回避した生徒が

易度上昇が予想されます

「中だるみ」「中だるみ」「中だるみ」「中だるみ」している暇はないしている暇はないしている暇はないしている暇はない

２年生は「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに

一部の生徒にそのような

学期から「中だるみ期」に入ります。そして

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。

生活で「慣れ」が生じると同時に、

です。内申点の処理が中

れた時間は多くありません。もし

で大きな差を付けるで大きな差を付けるで大きな差を付けるで大きな差を付けることができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、

１年生からの総復習（前半）と

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージ

巻高合格 偏差値と学年順位相関

偏差値 

上位からの％ 

100 人規模 

200 人規模 

通知表 5 段階 

 

三条高校 

巻高校 

高 巻高を

激変激変激変激変    三条高校三条高校三条高校三条高校

塾長の宇佐美です。

「高校受験

「小冊子～飛んでみ！～公立上位

ッセンスとお母さんへのお役立ち情報が満載！」

お問い合わせの方に進呈中！

三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。

％、巻高校は約％、巻高校は約％、巻高校は約％、巻高校は約 13131313

まりません。両校を回避した生徒が

易度上昇が予想されます。飛燕ゼミは、こうした情勢にもいち早く対応していきます。

している暇はないしている暇はないしている暇はないしている暇はない！！！！

「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに

そのような傾向が見られることは否定できません。

学期から「中だるみ期」に入ります。そして

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。

生活で「慣れ」が生じると同時に、

です。内申点の処理が中

れた時間は多くありません。もし

ことができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、

１年生からの総復習（前半）と９月に

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージ

偏差値と学年順位相関

75

 

 

今まで

７学級 

８学級 

巻高を目指す中２生

三条高校三条高校三条高校三条高校

塾長の宇佐美です。

「高校受験 100 の学習法」

小冊子～飛んでみ！～公立上位

ッセンスとお母さんへのお役立ち情報が満載！」

お問い合わせの方に進呈中！

三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。

13131313％％％％のののの難易度上昇難易度上昇難易度上昇難易度上昇

まりません。両校を回避した生徒が２番手校に殺到すること

飛燕ゼミは、こうした情勢にもいち早く対応していきます。

！！！！残された時間は少ない。残された時間は少ない。残された時間は少ない。残された時間は少ない。

「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに

傾向が見られることは否定できません。

学期から「中だるみ期」に入ります。そして

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。

生活で「慣れ」が生じると同時に、高校受験

です。内申点の処理が中３の２学期期末に終了するからです。

れた時間は多くありません。もし、周りのライバルたちが油断しているとすれば、

ことができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、

９月に実施される定期試験対策（後半）を行います。

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージ

偏差値と学年順位相関

75 

0.6 

0.6 

1.2 

5（

今まで 

 定員 280

 定員 320

目指す中２生

三条高校三条高校三条高校三条高校

塾長の宇佐美です。 

の学習法」。 

小冊子～飛んでみ！～公立上位

ッセンスとお母さんへのお役立ち情報が満載！」

お問い合わせの方に進呈中！

三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。

難易度上昇難易度上昇難易度上昇難易度上昇が予想されます。しかし、

校に殺到すること

飛燕ゼミは、こうした情勢にもいち早く対応していきます。

残された時間は少ない。残された時間は少ない。残された時間は少ない。残された時間は少ない。

「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに

傾向が見られることは否定できません。

学期から「中だるみ期」に入ります。そして、そのまま中学

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。

高校受験はまだまだ先と思っています。

学期期末に終了するからです。

りのライバルたちが油断しているとすれば、

ことができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、

実施される定期試験対策（後半）を行います。

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージ

偏差値と学年順位相関（三条高 偏差値

70 

2.2 

2.2 

4.4 

（10％） 

280 人 ６学級

320 人 ７学級

目指す中２生

三条高校三条高校三条高校三条高校    巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！

電話０２５６－９２－８８０５
電話受付｜

※17：00

小冊子～飛んでみ！～公立上位高校合格のエ

ッセンスとお母さんへのお役立ち情報が満載！」

お問い合わせの方に進呈中！ 

三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。

が予想されます。しかし、

校に殺到することで、ドミノ式に以下の高校も大幅な難

飛燕ゼミは、こうした情勢にもいち早く対応していきます。

残された時間は少ない。残された時間は少ない。残された時間は少ない。残された時間は少ない。    

「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに

傾向が見られることは否定できません。

そのまま中学３年生を

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。

はまだまだ先と思っています。

学期期末に終了するからです。

りのライバルたちが油断しているとすれば、

ことができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、

実施される定期試験対策（後半）を行います。

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージ

偏差値 62、

63 

9.6 

9.6 

19.2 

現中３生から

６学級 定員

７学級 定員

目指す中２生へ    

巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！

電話０２５６－９２－８８０５
電話受付｜月～土

00～21：40 は授業中によりお電話はご遠慮下さい。

合格のエ

ッセンスとお母さんへのお役立ち情報が満載！」

HP 用ＱＲコード

三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。

が予想されます。しかし、

、ドミノ式に以下の高校も大幅な難

飛燕ゼミは、こうした情勢にもいち早く対応していきます。

「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに

傾向が見られることは否定できません。そのような

年生を迎え、受験に向けたエンジン

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。

はまだまだ先と思っています。

学期期末に終了するからです。あなたが思うほど、残さ

りのライバルたちが油断しているとすれば、

ことができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、

実施される定期試験対策（後半）を行います。

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージになります。

、巻高 偏差値

62 

11.2

11.2

22.4

生から 

定員 240 人 

定員 280 人 

      

巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！

電話０２５６－９２－８８０５
土 10：00～17

は授業中によりお電話はご遠慮下さい。

用ＱＲコード

三条高校と巻高校の２校が、現中３生の学年から募集定員が削減されます。募集定員削減により、

が予想されます。しかし、影響はこの

、ドミノ式に以下の高校も大幅な難

飛燕ゼミは、こうした情勢にもいち早く対応していきます。

「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに

そのような生徒の多く

迎え、受験に向けたエンジン

を噴かせることができずに悔いの残る受験生活を送ることになってしまいます。 

ところでなぜ「中だるみ」となってしまうのでしょうか？それは「油断」です。1

はまだまだ先と思っています。ですが、高校受験は

あなたが思うほど、残さ

りのライバルたちが油断しているとすれば、「今」の頑張り「今」の頑張り「今」の頑張り「今」の頑張り

ことができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、

実施される定期試験対策（後半）を行います。

になります。 

偏差値 59 が合格

59 

11.2 18.4

11.2 18.4

22.4 36.8

4（20％）

募集人数

40

40

   飛燕ゼミ

巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！

電話０２５６－９２－８８０５
17：00＆21：40

は授業中によりお電話はご遠慮下さい。

用ＱＲコード 

募集定員削減により、

影響はこの２校に

、ドミノ式に以下の高校も大幅な難

飛燕ゼミは、こうした情勢にもいち早く対応していきます。 

「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに

の多くは中２の２

迎え、受験に向けたエンジン

1 年間の中学生

ですが、高校受験は

あなたが思うほど、残さ

「今」の頑張り「今」の頑張り「今」の頑張り「今」の頑張り

ことができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、

実施される定期試験対策（後半）を行います。この時期に総この時期に総この時期に総この時期に総

合格の目安） 

56 

18.4 27.4

18.4 27.4

36.8 54.8

％） 

募集人数 

40 人減 

40 人減 

飛燕ゼミ

巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！巻高校入試！    

電話０２５６－９２－８８０５
40～22：30 

は授業中によりお電話はご遠慮下さい。

募集定員削減により、

２校に留

、ドミノ式に以下の高校も大幅な難

「中だるみ学年」という有難くないレッテルを貼られることがあります。確かに 

中２の２

迎え、受験に向けたエンジン

年間の中学生

ですが、高校受験は 

あなたが思うほど、残さ

「今」の頑張り「今」の頑張り「今」の頑張り「今」の頑張り

ことができます。飛燕ゼミの夏期講習は、入試対策のスタートと位置付け、 

この時期に総この時期に総この時期に総この時期に総

 

 

27.4 

27.4 

54.8 

飛燕ゼミ 

    

電話０２５６－９２－８８０５ 
 

は授業中によりお電話はご遠慮下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆内容｜【算数文章題特訓

◆日程｜

◆対象｜小

◆時間｜

◆受講迄の流れ｜☎

 

三条高三条高三条高三条高

入試対策のスタートと位置付け、１年生からの総復習（前半）と

を行います。この時期に総復習を

◆日程｜

◆費用｜

◆対象｜

◆受講迄の流れ｜☎

◆中１生は受講日によって

  

◆日程｜

◆対象｜

◆費用｜

◆時間｜

◆高校の指定や制限はありませんが、本気で努力する人の為の塾です

◆お問い合わせ方法｜☎

 

入塾基準入塾基準入塾基準入塾基準

三条高

◆内容｜【算数文章題特訓

◆日程｜7/25

◆対象｜小３

◆時間｜16：

◆受講迄の流れ｜☎

小学生小学生小学生小学生

三条高三条高三条高三条高    巻高巻高巻高巻高

中中中中２２２２
入試対策のスタートと位置付け、１年生からの総復習（前半）と

を行います。この時期に総復習を

中1からの復習

◆日程｜7/25

◆費用｜２科特訓

◆対象｜「三条高「三条高「三条高「三条高

◆受講迄の流れ｜☎

◆中１生は受講日によって

 

夏期
◆日程｜7/25

◆対象｜「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高

◆費用｜７日間特訓

◆時間｜13：

◆高校の指定や制限はありませんが、本気で努力する人の為の塾です

◆お問い合わせ方法｜☎

 

入塾基準入塾基準入塾基準入塾基準 ◆

◆

三条高

◆内容｜【算数文章題特訓

7/25～8/25 から４日選択。

３～６※「「「「算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！

：45 始業 17

◆受講迄の流れ｜☎0256

小学生小学生小学生小学生

巻高巻高巻高巻高をををを目指目指目指目指

２２２２生生生生「「「「
入試対策のスタートと位置付け、１年生からの総復習（前半）と

を行います。この時期に総復習を

からの復習（基礎

7/25～8/25 から８日

２科特訓８日間

「三条高「三条高「三条高「三条高、、、、巻高に絶対巻高に絶対巻高に絶対巻高に絶対

◆受講迄の流れ｜☎0256

◆中１生は受講日によって

夏期 
7/25～8/25 から７日間選択。

「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高

日間特訓 9,000

：30～22：

◆高校の指定や制限はありませんが、本気で努力する人の為の塾です

◆お問い合わせ方法｜☎

◆中 学 部｜

◆高 校 部｜通塾生の高校指定や制限はありませんが、本気で努力する人

三条高 巻高

◆内容｜【算数文章題特訓４日間】【教科者ぴったり算数復習

から４日選択。

算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！

17：45 終業

0256-92-8805

小学生小学生小学生小学生

目指目指目指目指すすすす中中中中２２２２

「「「「三三三三条条条条
入試対策のスタートと位置付け、１年生からの総復習（前半）と

を行います。この時期に総復習を行う

前半 

（基礎50％標準30

から８日 or12

８日間 18,000 円（税別）

巻高に絶対巻高に絶対巻高に絶対巻高に絶対合格合格合格合格

0256-92-8805

◆中１生は受講日によっては受け入れ可能ですので、お問い合わせ下さい。

 高校数学
から７日間選択。

「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高

9,000 円（税別

：00「勉強し放題

◆高校の指定や制限はありませんが、本気で努力する人の為の塾です

◆お問い合わせ方法｜☎0256-92-8805

｜中 3 生 定期テスト

｜通塾生の高校指定や制限はありませんが、本気で努力する人

巻高合格

】【教科者ぴったり算数復習

から４日選択。   ◆費用｜

算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！算数がんばるぞ！」」」」とととと気合い気合い気合い気合い

 or 17：50

8805 へ「小学生

電話受付｜

※17

小学生小学生小学生小学生    夏夏夏夏

２２２２生生生生対象対象対象対象    

条条条条高高高高    巻高合格巻高合格巻高合格巻高合格
入試対策のスタートと位置付け、１年生からの総復習（前半）と

行うことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージになります。

30％応用20％構成）

or12 日選択。 

円（税別）or

合格合格合格合格するするするする！！！！」」」」という本気組という本気組という本気組という本気組

8805 へ「数学特訓

受け入れ可能ですので、お問い合わせ下さい。

高校数学
から７日間選択。 

「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高「数学がわからない」とお困りの高１１１１

別） 

「勉強し放題のフレックス制

◆高校の指定や制限はありませんが、本気で努力する人の為の塾です

8805 へ「夏期

定期テスト 380

｜通塾生の高校指定や制限はありませんが、本気で努力する人

合格 夏特訓

】【教科者ぴったり算数復習

◆費用｜7,000

気合い気合い気合い気合いの入った小学生限定の入った小学生限定の入った小学生限定の入った小学生限定

50 始業 18：50

小学生 夏の算数特訓について

☎０２５６－９２－８８０５
電話受付｜月～

17：00～21：

夏夏夏夏のののの

                        

巻高合格巻高合格巻高合格巻高合格
入試対策のスタートと位置付け、１年生からの総復習（前半）と

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージになります。

％構成） 

    ◆時間｜

or ３科特訓 12

という本気組という本気組という本気組という本気組

数学特訓について」とお問い合わせ下さい。

受け入れ可能ですので、お問い合わせ下さい。

高校数学Ｖ
１１１１・・・・２２２２生生生生※高

のフレックス制なので部活と両立可

◆高校の指定や制限はありませんが、本気で努力する人の為の塾です

夏期 高校数学講座

380 点以上、中

｜通塾生の高校指定や制限はありませんが、本気で努力する人

夏特訓  

】【教科者ぴったり算数復習４日間

7,000 円（税別、全

の入った小学生限定の入った小学生限定の入った小学生限定の入った小学生限定

50 終業 どちらか選択。

夏の算数特訓について

０２５６－９２－８８０５
月～土 10：00～

：40 は授業中によりお電話はご遠慮下さい。

のののの算数特訓算数特訓算数特訓算数特訓

    中中中中１１１１生生生生はキャンセルはキャンセルはキャンセルはキャンセル

巻高合格巻高合格巻高合格巻高合格
入試対策のスタートと位置付け、１年生からの総復習（前半）と９月に

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージになります。

９月中旬実施の定期対策勉強用の予習

◆時間｜19：30

12 日間 22,000

という本気組という本気組という本気組という本気組限定限定限定限定です。

について」とお問い合わせ下さい。

受け入れ可能ですので、お問い合わせ下さい。

Ｖ字回復講座
※高３生は満席

なので部活と両立可

◆高校の指定や制限はありませんが、本気で努力する人の為の塾です

高校数学講座について」

点以上、中 1・2 生 

｜通塾生の高校指定や制限はありませんが、本気で努力する人

         

４日間】どちらか

円（税別、全４回分）

の入った小学生限定の入った小学生限定の入った小学生限定の入った小学生限定です。

どちらか選択。

夏の算数特訓について」とお問い合わせ下さい。

０２５６－９２－８８０５
～17：00＆21

は授業中によりお電話はご遠慮下さい。

算数特訓算数特訓算数特訓算数特訓

はキャンセルはキャンセルはキャンセルはキャンセル待待待待

巻高合格巻高合格巻高合格巻高合格    数学特訓数学特訓数学特訓数学特訓
９月に実施される定期試験対策（後半）

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージになります。

後半

９月中旬実施の定期対策勉強用の予習

30 始業 21：

,000 円（税別）

です。 

について」とお問い合わせ下さい。

受け入れ可能ですので、お問い合わせ下さい。※中３生は満席御礼です。

字回復講座
生は満席御礼 

なので部活と両立可」 

◆高校の指定や制限はありませんが、本気で努力する人の為の塾です. 

について」とご連絡下さい。

 定期テスト

｜通塾生の高校指定や制限はありませんが、本気で努力する人

     

か選択。 

回分） 

。 

どちらか選択。 

」とお問い合わせ下さい。

０２５６－９２－８８０５
21：40～22：30

は授業中によりお電話はご遠慮下さい。

算数特訓算数特訓算数特訓算数特訓

待待待待ちちちち、、、、中中中中３３３３生生生生

数学特訓数学特訓数学特訓数学特訓
実施される定期試験対策（後半）

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージになります。

後半 

９月中旬実施の定期対策勉強用の予習

：35 終業 

円（税別）国数英理社から選択。

について」とお問い合わせ下さい。 

※中３生は満席御礼です。

字回復講座

 

ご連絡下さい。

定期テスト 350 点以上

｜通塾生の高校指定や制限はありませんが、本気で努力する人。 

     飛燕ゼミ

」とお問い合わせ下さい。 

０２５６－９２－８８０５ 
30  

は授業中によりお電話はご遠慮下さい。日・祭

算数特訓算数特訓算数特訓算数特訓    

生生生生はははは満席御礼満席御礼満席御礼満席御礼

数学特訓数学特訓数学特訓数学特訓」」」」     

実施される定期試験対策（後半）

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージになります。

９月中旬実施の定期対策勉強用の予習 

 

国数英理社から選択。

※中３生は満席御礼です。

字回復講座 

ご連絡下さい。 

軽
に

質
問

し
て

下
さ

い
。

 

点以上。 

飛燕ゼミ

・祭休 

満席御礼満席御礼満席御礼満席御礼    

実施される定期試験対策（後半）

ことは、来年度の受験に向けて大きなアドバンテージになります。 

国数英理社から選択。 

※中３生は満席御礼です。 

学
校

課
題

の
疑

問
点

は
気

軽
に

質
問

し
て

下
さ

い
。

 
飛燕ゼミ 


