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２０２２ SUMMER 

高校受験  中１～中３（公立中学生） 

夏期案内 

夏期講習（８月分授業）   お盆集中特訓 

 

 

 

 

 

 

 

 

茗渓塾高校受験部 

 
    

公立中学生は受験パターンによって、進学クラス・選抜クラス・特進クラスの 3

つのパターンに分かれます。カリキュラムは特進と進学選抜の 2 つになります。 
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夏期講習案内 

「自分で取組む」をつくる夏！ 

夏は能動的学習で力をつける！目的を立て、自分の頭で考える夏に！ 

成績を上げたいというのは、だれもが考えること 

です。ただ楽にできることではありません。 

成績が上がらない最大の理由 

・自分の意志で取組めていない 

・授業を実はちゃんと聞いていない 

・実はわからないことに目をつむっている 

・「自分はできない」と決めつける 

・テスト前など追い込まれた時だけ勉強する 

成績が上がる理由 

・できるという自信がある 

・勉強が習慣になっていて、勉強時間をとるのが当然になっている 

・わかるからさらにやる気がでる 

・普段から「他責」をしないで、自分にきちんと向き合い問題解決する姿勢がある 

・勉強が好きとまでは言えないまでも、やるべきこととして捉え取り組めている 

塾の役割は何か？ 

勉強には誰もが関心があるのに、それが必ずしもすべてうまくいっていないという

ことがあります。塾だからこそもっている経験を活用し、生徒それぞれの課題解決に

一緒に取り組み、少しでも前向きに学習ができる環境を提供する。勉強の面白さを伝

え、知的好奇心を引き出す。そして、最終的には、講師・生徒・保護者と一丸となっ

て「受験」に向けて成長していく。それが塾の役割です。 

夏はチャンス 

 夏期休暇は、まとまった学習時間をとることができ、その学習量から自信がつき、

「やらされ勉強」から「能動的な学習」へと変わっていく千載一遇のタイミングです。

夏期講習会や短期集中学習は、そのためのビッグチャンスといえます。問題に本気で

取り組むためのいろいろな工夫がそこにはあります。やってみたら「わかる！」とい

う体験から学習意欲の高まりを作ること、塾の指導、講師の役割をさらに生徒を「育

てる」存在として高めていくこと。「教育コーチング」を中心に据えた夏期講習と夏

期短期集中学習は学習に問題を抱えている生徒の解決のきっかけになるばかりでな

く、それぞれをさらに一歩上のレベルに導く「大きな体験」になっています。「自分

で取組む！」…「楽しい！」…さらに意欲がわく…この夏は、そんなきっかけとなる

期間にできるよう、一緒に取り組んでいきましょう。 
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中学１年生 

 中１進学選抜  主要３・５教科の基礎固め 
中学生になって４カ月。昨年の教科書改訂により、中学校の英語は難易度が高くテン

ポも速く進んでいきます。中間・期末テストを経て、点数を取り切れない科目が出てく

ることも考えられます。ここでもう一度、学習内容・学習習慣を見直さないと、３年生

まで引きずることも考えられます。この夏期が取り返しの最大のチャンスです。 

 

教科 目標 内容 

英語 

 

 

 

去年からの新指導要領に合わせ、１学

期の文法を丁寧に総復習。基本問題か

ら応用問題まで扱い、総合的にレベル

を上げていきます。 

I am ～, You are～, This is～, That is

 ～,  be動詞, what～？, 形容詞 

who～？, 一般動詞（１・２人称）,canの文 

名詞の複数形、命令文 

数学 

 

 

 

「正負の数」「文字と式」を理解した上

で「方程式」に入ります。問題解決の

武器「方程式」の解き方をマスターし

ます。中2中3の数学に欠かせない内容 

負の数の２つの意味、正負の数の四則計算、

文字式の計算、文字式の応用、等式の性質

から方程式の解法、方程式の利用へとすす

みます。 

国語 

 

 

 

国語力とは文章を正確に読み取る力の

ことです。読書体験も積みながら文章

をしっかり読み取る力をつけるための

基礎知識を整理します。 

「文学的文章」「説明的文章」「随筆」、「詩

・短歌・俳句」そして「古文」それぞれの 

読み取り方をテキストで演習、国語力を伸

ばします。 

理科 

 

 

 

身近な物質、身近な植物が中1の中心内

容です。基本事項をしっかりと確認し

知識として覚えることが必要な時期で

す。そのうえでの内容理解が目標です。 

身近な生物、花、葉、茎、根の作りと働き 

光合成と呼吸、種子植物の分類、胞子植物

の分類と特徴などの生物範囲に加え化学の

基礎となる身近な物質からの発展内容。 

社会 

 

 

地理の基本の把握と、歴史の学び方 

まずは古代から、歴史の流れを把握し

ます。 

大陸と海洋、緯度と経度、地図の種類と特

徴、世界の区分と国々、世界の気候区分と

人々の生活、歴史は飛鳥、奈良時代まで 

★やり直し期間にて、方程式コンクール・進研テストを全校実施 

日程・時間 費用（税込） 

必修３科（英数国）１０日間 

１８:００～２１:１５ 

受講料   ２８,０５０円 

教材費    ２,１８５円 

合計    ３０,２３５円 

(選択)理科社会  ５日間 

１８：００～２１：１５ 

受講料   １２,５００円 

教材費      ８５０円 

※理科社会のみ受講する場合は受講料１４,８５０円 教材費８５０円 

(選択)サクセストレーニング 

８月１日～５日 

９:００～１２:００ 

 

１日     ３,３００円 

５日全    １３,２００円 

やり直しターム   ３日間 

１９：１５～２１：３０ 
無料 

☆英数国とセット料金 
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中１進学選抜カレンダー 
 

 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

7月17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

通常授業最終日 準備日 休講

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

休講 理社① 理社② 理社③ 理社④ 理社⑤ 休講

31日 8月1日 2日 3日 4日 ５日 ６日

休講 授業① 授業② 授業③ 授業④ 授業⑤ 休講

７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日

休講 授業⑥ 授業⑦ 授業⑧

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

授業⑨ 授業⑩ やり直し やり直し 休講

28日 29日 30日 31日 9月1日 2日 3日

休講 やり直し 準備日 準備日 新学期開講

夏期休業期間　

夏期休業期間
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中１特進 一歩先に行く特進の夏 
特進クラスは、受験に向けて一歩先を進むクラスです。特進クラスが目指す受験は針

穴受験ともいわれ、ときには公立中学校カリキュラムを越える、かなりの深い理解と演

習を必要とするものです。また公立高校志望でも、英数国に関しては難関私立レベルの

問題を出題する学校もあり、さらに理社は、高得点の競争になるため、「学校の定期テス

ト」レベル以上の勉強が必要です。中１の最初からスタートすることが無理のない学習

を保証します。夏期講習が差をつけるチャンスです。 

 

教科 目標 内容 

英語 

 

 

 

英文法学校範囲９～１２月をほぼ終

了。豊富な演習で中１の英文法を徹

底理解。文法だけでなく、単語・熟

語・発音にも力を入れます。 

be動詞、一般動詞（１・２人称、３人称）、

時刻・曜日・日付、複数形、命令文、疑問

詞、代名詞、人称代名詞、前置詞 

数学 

 

 

 

「方程式」「比例・反比例」の習得を

目指します。これらの単元は中２・

中３の方程式・関数の分野の基礎と

なる重要単元です。 

方程式の利用、変化と関数、座標、比例と

そのグラフ、反比例とそのグラフ、方程式

コンクール 

国語 

 

 

記述中心の問題集の演習を通して、

どうすれば記述できるのか？その表

現方法を身につけます。 

表現・記述の具体的方法、表現・記述の具

体的作業、合格答案作成。その他文法中１

内容全部、韻文（詩・短歌・俳句）の学習 

理科 

 

 

 

「理解」ができないと公立の問題で

も満点は取れません。中１前半内容

を完璧に理解・定着させることを目

指します。 

中１の重要単元 生物は植物、化学は身近

な物質、どれもが入試に出る必須単元です。

計算問題、知識問題の両方をこなします。 

社会 

 

 

 

地理と歴史の７月までの復習と、秋

以降の予習。演習を通して「どう整

理」し、「どう覚える」か？を確立す

る夏。 

地理をまとめ、知識を整理し、いよいよ歴

史に入ります。人類の誕生と文明のおこり、

日本の成立、飛鳥、奈良時代さらに秋以降

の予習を先取りします。 

★やり直し期間にて、方程式コンクール・進研テストを全校実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程・時間 費用（税込） 

必修５科  １９日間 

１８:００～２１:１５ 

受講料  ４８,４００円 

教材費     １,３５０円 

合計   ４９,７００円 

(選択)サクセストレーニング 

８月１日～５日 

９:００～１２:００ 

１日    ３,３００円 

５日全   １３,２００円 

やり直しターム   ３日間 

１９：１５～２１：３０ 
無料 
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中１特進カレンダー 
 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

7月17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

通常授業最終日 準備日 授業① 授業② 休講

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

休講 授業③ 授業④ 授業⑤ 授業⑥ 授業⑦ 休講

31日 8月1日 2日 3日 4日 ５日 ６日

休講 授業⑧ 授業⑨ 授業⑩ 授業⑪ 授業⑫ 休講

７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日

休講 授業⑬ 授業⑭ 授業⑮

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

授業⑯ 授業⑰ 授業⑱ 授業⑲ やり直し 休講

28日 29日 30日 31日 9月1日 2日 3日

休講 やり直し やり直し 準備日 新学期開講

夏期休業期間

夏期休業期間　
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中学２年生 

中２進学選抜  受験合格への基礎固め！ 
 高校受験が終わった時、だれもが感じることは、もっと早くから準備しておけばよか

ったということです。目標校に向けて足りないことを準備し、さらに実力をつけていく

のが受験勉強だとすると、不得意ができてしまっている場合の不得意克服は、手を打つ

のが早ければ早いほど効果が大きいということになります。部活動などに意識が向き、

成績もどんどん下がっていくこともあり、やる気さえ無くしてしまう結果になります。

中２で目標を立てそこにむけて、準備をしていくこと。中２までに基礎を固めることが

大切なのですが、夏期は、長い休みの活用で「準備」のチャンスといえます。 
教科 目標 内容 

英語 

 

 

すでに学校では、重要単元が出始め

ています。受験に向けて、いまのう

ちにしっかり定着を図りましょう。 

未来、助動詞、There is～、名詞・冠詞 

人称代名詞、所有代名詞、再帰代名詞、 

itの特別用法、指示代名詞、不定代名詞 

数学 

 

 

解けなかった問題を「自分でできる

」まで「こだわってやり直す」（＝Ｋ

Ｙ）。これが成績アップの近道。 

数と式の計算、方程式、関数の３単元は①

中１内容の復習＋②中２内容。他、中１範

囲の平面図形、空間図形と資料の整理 

国語 

 

都立・県立入試問題レベルを演習し

その内容をマスターするがテーマ。 

文学的文章、説明的文章、随筆、詩・短歌

・俳句、古文 読解力を高める夏 

理科 

 

 

 

「なぜなのか」と疑問を持ち、「なぜ

なのか」にこだわり、「なぜなのか？

」を理解する。理科の成績向上のこ

の原則を身につける夏です。 

中１の復習（植物、地層と地震、音、光）

の後、分解と化合、酸化と還元、化学変化

と質量、熱、生物と細胞。消化と吸収、呼

吸と血液の循環＝ヒトの体 

社会 

 

 

 

いま習っていることはいまマスター

する。中２の１学期の復習をしつつ、

学習への取り組み方を今一度考え、

学習量を一気に増やす夏に。 

世界地理の重点復習、日本の地形（山、川

、平野、海流、気候）、世界から見た日本、

歴史；安土桃山時代までの復習、江戸時代

の政治・外交・産業・文化 

★やり直し期間にて、不規則動詞コンクール・進研テストを全校実施 

 

 

 

 

 

☆英数国とセット料金 

 

 

 

 

 

 

日程・時間 費用（税込） 

必修３科（英数国）１０日間 

１８:００～２１:１５ 

受講料   ２８,０５０円 

教材費    ２,１８５円 

合計    ３０,２３５円 

(選択)理科社会  ５日間 

１８：００～２１：１５ 

受講料   １２,５００円 

教材費      ８５０円 

※理科社会のみ受講する場合は受講料１４,８５０円 教材費８５０円 

(選択)サクセストレーニング 

８月１日～５日 

９:００～１２:００ 

 

１日     ３,３００円 

５日全    １３,２００円 

やり直しターム   ３日間 

１９：１５～２１：３０ 
無料 
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中２進学選抜カレンダー 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

7月17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

通常授業最終日 準備日 休講

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

休講 理社① 理社② 理社③ 理社④ 理社⑤ 休講

31日 8月1日 2日 3日 4日 ５日 ６日

休講 授業① 授業② 授業③ 授業④ 授業⑤ 休講

７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日

休講 授業⑥ 授業⑦ 授業⑧

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

授業⑨ 授業⑩ やり直し やり直し 休講

28日 29日 30日 31日 9月1日 2日 3日

休講 やり直し 準備日 準備日 新学期開講

夏期休業期間　

夏期休業期間
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中２特進 上位校合格へ前進する！ 
上位校受験を考えている生徒にとっては、中２の夏は合否の分かれ目と言ってもいい

かと思います。逆にここから本格的な受験勉強に突入できた場合、可能性は大きく広が

ります。 

特進クラスの結節点ともいえる夏、ここでスタートを切れない場合は、中３になって

もなかなか勉強に踏み切れず、受験最終盤で猛勉強するも「残念だったね。」で終わる可

能性があります。第一志望に届くための努力は、それなりの期間をコツコツと努力を重

ねるということが絶対に必要です。中２の夏はその意味で、重要です。 

教科 目標 内容 

英語 

 

 

 

受験頻出の重要文法の理解を深める。

不規則動詞コンクールを通じて過去

形のみならず過去分詞も先取りし、３

年生の下地を作る。 

１学期の復習としての時制や助動詞、学校

では系統立って学習しない疑問詞、接続詞。

そして２学期の予習としての比較、不規則

動詞コンクール 

数学 

 

 

 

９月以降の学校定期テストで満点を

目標にできる学習、また、それを支え

る勉強法（ＫＹ＝こだわってやり直

し）の獲得。 

一次関数、平行線と角、図形の合同、図形

の証明問題、二等辺三角形、直角三角形、

平行四辺形など 

 

国語 

 

 

文章をしっかり読むこと、記述中心の

問題集の演習を通して、読解の力を伸

ばします。 

文学的文章６つ。あらすじ記述が必須。説

明的文章８つ。要約文記述が必須。 

 

理科 

 

 

 

基礎知識を獲得した上に「理解」が加

わって初めて理科は得意になれます。

基礎的な内容をしっかりと定着させ

るのが夏期までの目標です。 

中１の復習（植物、地層と地震、音、光）

の後、分解と化合、酸化と還元、化学変化

と質量、熱、生物と細胞。消化と吸収、呼

吸と血液の循環＝ヒトの体 

社会 

 

 

地理・歴史の基本知識を獲得する方法

を体得し学習量を一気に増やすこと

を目標にしています。 

世界地理の重点復習、日本の地形(山､川)歴

史；安土桃山時代までの復習、江戸時代の

政治・外交・産業・文化他 

★やり直し期間にて、不規則動詞コンクール・進研テスト・駿台テスト（5,500円）を

全校実施 

 

 

 

 

 

 

 

日程・時間 費用（税込） 

必修５科  １９日間 

１８:００～２１:１５ 

受講料  ４８,４００円 

教材費     １,３５０円 

合計   ４９,７００円 

(選択)サクセストレーニング 

８月１日～５日 

９:００～１２:００ 

１日    ３,３００円 

５日全   １３,２００円 

やり直しターム   ３日間 

１９：１５～２１：３０ 
無料 
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中２特進カレンダー 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

7月17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

通常授業最終日 準備日 授業① 授業② 休講

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

休講 授業③ 授業④ 授業⑤ 授業⑥ 授業⑦ 休講

31日 8月1日 2日 3日 4日 ５日 ６日

休講 授業⑧ 授業⑨ 授業⑩ 授業⑪ 授業⑫ 休講

７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日

休講 授業⑬ 授業⑭ 授業⑮

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

授業⑯ 授業⑰ 授業⑱ 授業⑲ やり直し 休講

28日 29日 30日 31日 9月1日 2日 3日

休講 やり直し やり直し 準備日 新学期開講

夏期休業期間

夏期休業期間　
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中学３年生 

中３進学選抜 総復習と受験への学習習慣 
①既習事項の不理解をなくす。②秋以降の学校テストで成績を取る。③入試レベルを知る。 

教科 目標 内容 

英語 

 

 

中１から中３の１学期までの英文法を

総復習。また、夏前後に中学校で習う

単元（分詞・関係代名詞）を夏に学習

することで、定期試験にも備えます 

受動態、現在完了、文型と無生物主語、 

不定詞（名詞・形容詞・副詞的用法）、分詞、

関係代名詞、単語・熟語の完成などの文法 

入試レベルの長文にもチャレンジ 

数学 

 

 

不得意を克服、1，2年の復習 レベル

を上げる基本練習 基礎力を錬成し仕

上げるのが夏までの課題です。 

中3予習内容も演習 2学期の内申対策 

中1中2の総復習 中3内容は式の展開・因数

分解、平方根、二次方程式、「図形の相似」

「相似と計量」「2次関数」（予習） 

不得意をつぶし2学期内申に備える内容 

国語 

 

 

都、県立レベルの問題形式に慣れるこ

と。分野別の文章を読み解く方法を身

につけること。語彙力の仕上げが目標 

入試実戦演習１～７。文学的文章。説明的文

章。随筆。詩・短歌・俳句、古文１・２。文

法。国語の基礎力完成を目指します。 

理科 

 

 

生物･地学･化学･物理の４分野の基礎

知識の完成が目標。物理や化学計算の

基礎力完成を目指します。 

生物 地学 化学 物理の1，2年生の復習と

中３内容（①イオン、②力と仕事、③遺伝の

法則と遺伝子）入試への基礎力錬成 

社会 

 

 

知識を整理しきることが第一の目標。

覚えるための方法を見つけることが第

二目標。入試必須の基礎知識を獲得 

地理、歴史の復習 公民分野の復習（国会・

内閣・裁判所の憲法の規定）と予習（経済分

野、国際関係）入試に必要な基礎知識獲得 

★やり直し期間にて、基本事項記述コンクール（理科社会）・進研テストを全校実施 

 

日程・時間 費用（税込） 

必修５科  １９日間 

１３:００～１７:５０ 

受講料  ７５,９００円 

教材費   ４,０１０円 

合計   ７９,８８５円 

（選択）英数ＴＣ １９日間 

１２０分/１日 
２５,３００円 

(選択)サクセストレーニング 

８月１日～５日 

９:００～１２:００ 

１日    ３,３００円 

５日全  １３,２００円 

やり直しターム  ３日間 

１９：１５～２１：３０ 
無料 

 

 

 

レベルアップの行事 

8/16～19 

中３お盆集中特訓 

重要単元の徹底＆不得意克服 

於：王子・小岩・千葉教室 

9：00～17：30 

35,200円（税込） 
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中３進学選抜カレンダー 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

7月17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

通常授業最終日 準備日 授業① 授業② 休講

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

休講 授業③ 授業④ 授業⑤ 授業⑥ 授業⑦ 休講

31日 8月1日 2日 3日 4日 ５日 ６日

休講 授業⑧ 授業⑨ 授業⑩ 授業⑪ 授業⑫ 休講

７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日

休講 授業⑬ 授業⑭ 授業⑮

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

休講

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

休講 授業⑯ 授業⑰ 授業⑱ 授業⑲ やり直し 休講

28日 29日 30日 31日 9月1日 2日 3日

休講 やり直し やり直し 準備日 新学期開講

夏期休業期間

お盆集中特訓夏期休業期間　
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中３特進 ハイレベル受験へのレベルアップ 
①不得意単元をなくす。②秋以降の学校テストでトップレベルの成績を取る。 

③受験勉強を軌道に乗せる。（基礎の定着） 

教科 目標 内容 

英語 

 

 

 

受験に必要な単語熟語英文法などの基

礎知識を訓練していく方法を身につけ

る時期です。ハイレベル入試問題演習の

準備を完成させる時期に入ります。 

ハイレベル英文法、長文入試実戦、マイ

プラン型単元別基本演習（不得意克服）

英単語、英熟語記憶練習 入試必修の内

容を訓練していきます。 

数学 

 

 

苦手単元の完全理解と応用力の育成を

目指します。1年2年の内容も含めて総復

習する絶好のチャンスです。加えて応用

のトレ―二ングを積みます。 

ハイレベル数学、トップワーク、都県入

試単元別問題集。今までの基礎的内容か

らハイレベルな応用への橋渡しの時期

です。受験勉強の大きな転換点です。 

国語 

 

 

合格答案づくり。読解方法論の確認 

語彙力の飛躍、そのための作戦 

不得意な生徒は、読解の方法論を身につ

けると同時にやり直しで理解を深める 

公立入試実戦演習（基本レベル）、公立

入試実戦演習（応用レベル）、国立・私

立ハイレベル入試実戦演習。 

理科 

 

 

 

 

公立の入試は、生物・地学・化学・物理

の４分野からほぼ均等に出されます。 

基礎的な力を完成させるのが、夏までの

課題です。加えて市川、秀英、幕張、国

立理科対策を通してレベルアップ 

1，2年の復習に加えて中３内容（①イオ

ン、②力と仕事、③遺伝の法則と遺伝子）

を完全理解します。志望校に応じてハイ

レベル（生物・地学・化学・物理）内容

に突入。 

社会 

 

 

 

知識の抜けを整理し、理解を深めます。 

夏までに基礎知識を完全習得し、ハイレ

ベルな入試問題へのアプロ―チに入り

ます。 

地理・歴史・公民の総復習と予習として

の経済分野、国際関係を履修 中学3年

間の基礎の完全理解とハイレベル入試

問題へのチャレンジ。 

★やり直し期間にて、基本事項記述コンクール（理科社会）・進研テスト・駿台テスト（３

科 5,900 円、５科 6,300 円）を全校実施 

 

日程・時間 費用（税込） 

必修５科  １９日間 

１３:００～１７:５０ 

受講料  ７５,９００円 

教材費   ３,９００円 

合計  ７９,７００円 

（選択）英数ＴＣ １９日間 

１２０分/１日 
２５,３００円 

(選択)サクセストレーニング 

８月１日～５日 

９:００～１２:００ 

１日    ３,３００円 

５日全   １３,２００円 

やり直しターム  ３日間 

１９：１５～２１：３０ 
無料 

レベルアップの行事 

8/16～19 

中３お盆集中特訓 

受験へ向けた意識向上 

＆受験レベル学習のスタート 

於：王子・小岩・千葉教室 

9：00～17：30 

35,200円（税込） 
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中３特進カレンダー 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

7月17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

通常授業最終日 準備日 授業① 授業② 休講

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

休講 授業③ 授業④ 授業⑤ 授業⑥ 授業⑦ 休講

31日 8月1日 2日 3日 4日 ５日 ６日

休講 授業⑧ 授業⑨ 授業⑩ 授業⑪ 授業⑫ 休講

７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日

休講 授業⑬ 授業⑭ 授業⑮

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

休講

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

休講 授業⑯ 授業⑰ 授業⑱ 授業⑲ やり直し 休講

28日 29日 30日 31日 9月1日 2日 3日

休講 やり直し やり直し 準備日 新学期開講

夏期休業期間

お盆集中特訓夏期休業期間　
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中学生夏期講習案内  個別学習ルーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導内容 時間帯 受講料（税込） 

○各コースの夏期講習内容 Ａ  ９：００～１０：３０  小１～６  …18,150円 

○学校内容の演習や宿題 Ｂ １０：４０～１２：１０  小５・６受験…19,800円 

○前学年までの復習 Ｃ １３：００～１４：３０ 1単位当たり 中１・２  …18,150円 

○不得意教科演習 Ｄ １４：４０～１６：１０ 90分×4日間 中３    …19,800円 

○入試対策演習 Ｅ １６：２０～１７：５０  高１・２  …20,350円 

○その他の個別課題 Ｆ １８：００～１９：３０ 

Ｇ １９：３０～２１：００ 

 高３・既卒 …22,000円 

個別学習夏期スケジュール 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

7月17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

７月中通常授業 準備日 休講

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日

休講 休講

31日 8月1日 2日 3日 4日 ５日 ６日

休講 休講

７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

休講

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

休講 休講

28日 29日 30日 31日 9月1日 2日 3日

休講 準備日 新学期開講

C日程

夏期休業期間　

夏期休業期間休講

B日程

７月中通常授業

７月中通常授業

A日程

 

個別１：２ 

学習計画→成績評価→学習記録→家庭学習指導 

７月は平常授業・８月は４日間の集中講座。 
２学期に向けてしっかり理解しておきたい教科や単元を選択して受講します。夏の講習
期間の集中学習が理解を深め，次の成績アップにつながります。内部生は８月の授業分
になりますのでできるだけの受講をお願いします。 



16 

 

不得意集中トレーニング 

サクセストレーニング 

８／１（月）～８／５（金） 

９：００～１２：００ 

 必要な生徒には，クラスリーダーから内容についての提起があります。あるいは自分

から「教科」と「単元」を指定してもらえれば，そこに絞って集中演習ができます。 

 

 

１日３時間が１単位です。１日から選択できます。 

                         （料金） １単位 3,300円（税込） 

                 全５単位選択の場合は 13,200円(税込)

 

 

オンライン英語講義 夏期講習 

1回から選択できます。1回 1650円（税込） 

日程も選べます。25分間のマンツーマン 
 

※日程・時間帯は各教室にご確認下さい。 

 

   

 中学生対応教材 

i ワークオンライン（学校教科書対応） 

英検対応 

リズムでマスター（英検 5 級～準１級） 

英検 2 次対策（３・準２･２級） 

全教室で実施中！ 

 

「話す」「聞く」をしっかり鍛える 25 分のマンツーマンレッスンは英

語力を大きく飛躍させます。夏期に集中的に時間をとって練習を積ん

でみませんか？ 
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中 3 お盆集中特訓 通い型 

重要単元攻略と受験へのスタート 
例年だと合宿で扱ってた重要単元の授業と確認テストを、今年のお盆特訓でも実現。 

前日に習った学習内容を翌日の朝にテストすることで、やり直しの大切さに気付き、競争意識

が芽生えます。毎回授業前にクラス分けテストをして、クラスを決めていくので、単元によっ

ての自分の理解度に応じた授業が受けられます。（注 参加人数によるところがあります。） 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水筒・お弁当をご用意ください。 

安全面の管理上、授業の合間などに外に出ることは禁止とさせていた

だきます。 

 

 

授業内容予定 
クラス 英語 数学 

進学選抜 分詞・関係代名詞 

単語・長文読解 

一次関数・二次関数 

特進 不定詞構文・分詞・

関係代名詞 

円・三平方・相似・

関数 

 

日時 

８月１６日〜１９日 

 ９:００〜１７：３０ 

    ３５，２００円（税込） 

会場 

ハイレベル 

   王子・小岩・千葉教室 

ミドルレベル 

 王子・小岩・千葉教室 

いつもの教室にいるメンバーだけでなく、自分

と同レベルの志望校を考えている新たな仲間

と触れ合うことで、刺激を受けること間違いな

し！ 

 

授業は、本来中学校の２学期に習う、受験で出

題必至の範囲ばかり。受験はもちろん、２学期

の内申対策としても理解しておきたいところ

です。 

 

また、授業だけでなく、集中力を養う学習イベ

ントや今後に使える勉強法講座をいろいろ準

備しています。 

 

４日間だけの非日常体験を、有意義に活用しま

しょう。 
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〔生徒の作文より〕 

 

お盆特訓 

Ｙ・S 

 まず、こうやって新型コロナウイルスが流行している中、このお盆特訓を開催してくださっ

たのが本当にありがたいことでした。 

 塾に入ったばかりの私は周りの子達よりも遅れていると夏期講習で既に感じていましたが、

お盆特訓ではいつも以上に順位や得点が公開され競争する機会が多かったので、自分の欠けて

いるところが浮き彫りになっていきました。 

不得意特訓サバイバルや英文法タイムマッチでは、時間制限のある中問題を解いていくので、

スピーディー且つ正確に解けるよう特訓しました。焦りもあったりして当然普段ゆっくり解い

ているときのようには解けなくて、これが受験の雰囲気なのかな、と感じました。また、やは

りこれらのイベントの問題の中で、私が解き方や熟語を新しく知ることがあったので、それら

は必ず吸収して埋め合わせてみんなに追いつかなければいけないと思いました。 

 数学テーブルマッチでは、先に解き終わった人から部屋を移動して行ったので、自分の遅れ

を目で見ることができて、それがまた大きな焦りになりました。問題も難しいし、焦りが集中

の妨げになって、だんだんと解くスピードも落ちていきました。特に No.27 七の問題で時間を

食ってしまったのが心残りです。 

 解き切れなかった問題や間違えた問題がたくさんあるので、それらを全部自分のものにでき

るように、このようなイベントで感じた悔しさや焦りの気持ちを思い出しながら、勉強してい

こうと思います。 

 私はそのいくつもあるイベントの中で三枚賞状をもらうことができてうれしかったですが、

ほとんど得点的には一位と大差がついていたので、圧倒的力の格差を感じました。それでも、

まだまだ上があるということを身近で感じられたことは嬉しかったです。 

 もし、塾に入らず、この広くてレベルの高い勉強の世界を知らずに満足していたら、私は本

当にかわいそうな人になっていたと思います。今、勉強は難しくてとても焦っているけれど、

前よりもたくさん勉強を知って、楽しい、と思えています。でも、今私がこうして勉強に集中

できているのも、特進クラスのみんなのおかげです。突然入ってきた私のことを受け入れてく

れて本当に感謝しています。お盆特訓で会った他校の子もとても優しくしてくれて、四日間を

とても楽しく過ごしました。 

 これからも大変だろうし色んな挫折をすると思うけど、自分の行けるところまで行くために

猛勉強します。 

 

 

お盆特訓を終えて（抜粋） 

Y・R 

僕は正直お盆集中特訓に参加するのが嫌でした。しかし、参加してみると様々なイベントが

あり、他教室のライバルと時間を共にしてみて本当に充実していて楽しかったです。 

 今回の特訓でいろいろな頭の良い人と授業やイベントを共にしてみて、昔先生が言っていた

「高校受験は団体戦だ。」という言葉の意味がわかったような気がしました。 
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