
 

令和二年度 

 

志学ゼミ 田端本部校 
 

冬期講習のお知らせ 
 

12/26(土)～1/7(木) 
 

 

 

＊ 講習は、受験生以外は 12/30～1/3 を除く毎日(12/27(日)は授業日)です。1/7(木)にテスト

があります。 

受験生は 12/30(水)も授業(1５時まで)です。 

＊ 費用にはテキスト代・消費税を含みます。( )内の金額は塾外生対象です。 

＊ 兄弟割引はありませんのでご了承ください。 

米 各クラスの内容は講習の内容が年間スケジュールに組み込まれています。

参加されない場合は進行が遅れますので、クラスの変動が生じる場合がござ

います。ご了承ください。 
＊ 小・中学生 1/7(木)9：00～進路判定テストを実施します。授業はありません。 

このテストでは小・中生共に、後日偏差値が出ます。必ず受験するようにお願いします 

＊ 高校生は 1/7(木)9：00～センター模試を行います。 

＊ 中３生は１月の進研もぎ(Ｖ模擬)試験を受けてください。 

＊ 冬期講習中、通常授業はありません。１月の通常授業は８日(金)からです。(通常の月謝

となります) 

＊ 参加者は事前目標をコーチング（面接にて確認すること）で立てます。 



「未来の『笑顔』のために」今出来ること 
〈塾長からのメッセージ〉 

 

 「受験は人生の通過点」受験生にとって

は大きな冬の陣です。君達は自分で決めて

受験をさせて頂くわけです。まずは受験が

出来ることに感謝をしましょう。それに気

付いたら「やれるだけやった」という言葉

を自分に投げかけられるようにしてみま

せんか？ 

 私は、よく親から認められた入試はうま

く行くという話をします。保護者様から

「いい顔になったなぁ」「頑張っているな

ぁ」という言葉をかけられた時は、また一

つ合格へ近付いた時なのです。そして、「受

験ができる。ありがとう」と思えた時、そ

の言葉を口に出してみましょう。今、君達は自分が自分に与えた壁の前に立っ

ている。その壁は乗り越えられるかどうかを君自身が自分へ掲示した壁なのだ。

さあ、どうする。 
 

〈保護者様へ〉 

 

 「自分で決めたことを自分でやり切る」この当たり前のことが実は中々難し

いのです。ですからこの出来たことを認めほめて行くことが大切です。子供に

とってこの「小さな成功体験」の積み重ねが次の一歩になるのです。誰かと比

較するのではなく、本人が決めた目標を本人がこなす。私共ではこれを「自立」

への第一歩と呼んでいます。何でもそうですが、動輪を回す。その一歩が大変

なことは周知の事実です。私達と共に行うのです。「くり返し、出来るまで」を

私達と共に行うのです。 

 子供は出来たこと、分かったことを話したがります。その時はうなずきなが

ら聴いてみて下さい。また何か話したそうな素振りを見せる時も同様です。先

回りせずに、ただ聴くことで、子供は気分がすっきりしたとか、「そうか、こう

だったんだね」ということに自分で気付くことがあります。 

 よく、４月になったら始めるという言葉に一瞬そうかなと思ってしまうこと

もありますが、そんなことは中々起こってくれません。今やらない者がその時

になってやるということは稀です。では強制したらいいのか。水を飲もうとし

ない者に無理やり水を与えても飲みません。では待つのか？その時は子供のし

たいこと、やりたいこと、～になりたいといったことを話させてみて下さい。

そして、そのためには何をしたいのかを自分で決めさせてみて下さい。 

 志学ゼミは、「社団法人 スクールコーチング教会」の本部でもあります。教

育相談は随時受け付けております。 

 



受験生へ 
合格をするために大切なことをお話します。合格するためには・・・ 

 

合格答案の書き方 志学の５原則 
① 合格得点のシュミレーション 

つまり志望校に対する分析をした後、何点取れば合格できるかを予想します。 

そこでの合計点に合わせ、自分の得点をシュミレーションする必要があります。

例えば英数国で 60 点平均をとれば合格とすると（大学入試の場合傾斜配点が

ありますので多少変化します）。各自得意不得意は抱えています。英語が得意な

ら英語は 7５点、数学が苦手なら 55 点、国語は平均なら 60 点と合計点が合

格得点をクリアすればいいのです。志学ゼミでは各担当が講習前に一人一人何

点を何の教科で取るのかをお伝えしています。 

 

② 満点を取る必要はない 

そうなのです。入試得点が満点であることにこしたことはありませんが、目

標点が決まれば、そのために何をするのかを考えます。例えば、数学が 60 点

で合格できるのなら 40 点分間違えられるわけです。自分の苦手な大問１つを

捨てても構わないくらいに思うことです。大きな問題が 5 つあればそのうちの

１つは 20 点。それを捨てても残りは 80 点分あります。そのうちの 8 割を目

指すと 64 点になります。目標点をクリアしています。80 点分をやり終えて時

間があれば先ほど捨てるといった問題の大問の 1 番を解いてみましょう。1 番

目は比較的解きやすい問題があります。同じところで解き方が見えずに 5 分経

過した場合は先に進むべきです。つまり見切りも大切になります。 

 

③ 日常生活に落とし込む 

さあ、後は実践です。日頃のテスト形式の問題に関して、時間配分とシュミ

レーションに描いた得点を意識します。毎回それを意識して、何のプリント、

テストもそれが取れるために何をすべきかを担当講師と話し、その都度反省を

し、合格得点を目指すのです。 

 

④ 「合格しました感謝します」と潜在意識に叩き込む 

「未来地図」で「○○高校、大学に合格しました。感謝します」と書きまし

たね（書いていない人は今すぐ書いて自分の目の前に貼る）。それを寝る前、朝

に声に出して言う。脳は時間がないので無意識のうちに自分でそう思うってい

く。潜在意識が自分を助けてくれる。試験場で席に着いたとき、合格している

イメージが出来上がっていると緊張はしない。 

 

⑤ 「できる」「できる」を自分の合言葉 

何事もプラス思考でいること。「できない」と思って問題を解く場合と「で

きる」「できる」と思って問題を解くのでは大きく正解率が違うことは実証

されています。そこでプラスのエネルギーを自分から出すことを意識して答

案に向かうのです。 



合格・成績向上のための志学八策 
受験生になったらやるのではない、真剣に成績を上げることを考えるなら 

 

① 受験ができる「ありがとう」 

高校、大学は義務教育ではありません。行かせてもらえるのです。もちろん

自分一人ではどうしようもありません。保護者様がいてこそ受験ができるので

す。自分を支えてくださっている保護者様に感謝をすること。何事にも「あり

がとう」と言い感謝をすること。 

 

② 合格の必然性を作る・計画性の習慣 

合格するには合格の必然があります。偶然には合格はしません。まずは決め

たことを日々やり抜くこと。自分の学習計画を守ることが何より大切です。 

それを調整する日が日曜日です。日曜日は遅れていた分を取り戻し、間違えを

集中的にやり直す日です。 

ですからスケジュールは週単位で調整することをお勧めしています。そして

やったかどうかを報告すること。(報告連絡相談をホウレンソウといいます)。 

報告することで、やらなければという意識が高まります。またやることを見え

るところに貼り出すこと目にする機会も増え意識が高まります。でまたスケジ

ュールは必ず出来そうなこと(ハードルを下げて)を書き、出来たらそこに○をす

ることがコツです。 
 

③ 自分を応援してくれる環境を自分で作る 

誰しも気分よく勉強し、気分良く入試に向かいたいところ。そのためには自

分が言ってほしいこと、してほしいことをまずは人にすること。誰しも褒めら

れたり、感謝されるとうれしいもの。それを自分から先にやってしまうこと。

「情けは人のためならず」です。 

そして相談できる環境を持って置くこと。そのためには独りよがりにならず

に「できたこと」「できなかったこと」を話せる友人、先生といった環境を持つ

こと。志学ゼミの講師は全員(社)コーチング教会の研修を受けています。大いに

頼ってください。 
 

④ 人の合格を喜ぶ 

先輩、同輩、後輩が受かったら壁に名前が貼られますね。その際、拍手が起

こります。他人の合格を喜んでいると自分も喜ばれるものです。是非とも知ら

ない先輩、後輩の合格を喜んでください。そこには自分自身が次に合格する姿

を思い浮かべるはずです。 

そうすることによって「プラス思考」の要素がどんどん増してきます。そし

て意識的に「～が苦手」といったマイナス発言をなくすこと。声に出すと体は

それを聞いて反応します。細胞までも反応すると言われています。日本人は伝

統的に言霊文化の中に生きています(言ったことは本当に起こると信じてしま

う癖が強いのです)。ですから前向きな発言は有効なのです。 

「最悪」が口ぐせになっている諸君。最悪なことが起こってもいいのですか？ 

 



⑤ 親に逆らわない、反発をしない 

物事には循環の法則があります。特に自分をバックアップしてくれる親、保

護者に対して反抗、反発をすると妙なもので試験問題が自分のいやなところ、

苦手なところが出てまいります。親、保護者は自分の後ろ盾です。自ら進んで

この後ろ盾を失う必要はありません。今皆さんは、後ろ盾があるから生きてい

けるのです。ですから反発をしないことが肝心なのです。 

逆に親から認められたら世間から認められたことにつながりますから合格へ

大きな一歩を踏み出したと言えるのです。保護者様は、お子さんが出来ている

ことは必ずありますから、それを認めてほめる。それを習慣にしてください。

認められた子は必ず伸びます。親は後ろ盾ですから親が１つ認めると世間から

認められることが１つ出てきます。これもまた循環です。 

 

⑥ 無駄な感情を使わない 

無駄な感情を使うと勘定が合わなくなるとはよく言ったものです。日本語は

よくできています。腹を立てると腹を立てたくなる状況がまた生まれてきます。

怒りはまた怒りを呼ぶのです。そうすると精神的な安定が得られないばかりか

反発につながります。喧嘩も同様です。言い争いは避けるべきです。無駄な感

情を使わないことが１番です。 

 

⑦ 掃除をする 

掃除をする意味は自分を磨く、感謝の気持ちを持つ、謙虚になれるなど多々

ありますが、受験生には「気が付かないことを気付く」というお話をしていま

す。１か所掃除をすると隣も気になってきますね。そうすることで視野が広が

っていくのです。物事を多角的にみる練習になっているのです。 

また整理整頓は心身をすっきりさせることは間違えありません。仕事が片付

くとは片付けから来ています。机の上が片付いていないといい仕事はできない

ものです。 

 

⑧ 「未来地図」を考える 

自分の将来の夢、やりたいこと、なりたいことを考えることは非常に大切で

す。中３生、高３生はこの夏写真入りで紙に貼りだして「未来地図」を作りま

したね。 

受験は人生の通過点。目標があるから勉強をする。という根本を忘れてはな

りません。やらされる勉強から自分でする勉強にするためにも、この将来の目

標を持つことが大切になるのです。志学ゼミでは毎年、未来地図作成のプロ講

師をお招きして夏にこの未来地図を作りますが、作っていない諸君、今すぐ将

来の夢、やりたいことを書きだし、自分の写真、将来の夢の写真を貼りつけて

机の前、自分が一番目にするところに貼りつけること。 

 「なんで勉強するのか」という言葉が頭によぎったら、「自分の将来像を思い

浮かべてそれに向かうために勉強するのだ」ということを思い出してください。 

 

 
 



さあ、講習終了までにやり上げるぞ！ 
各講師から年内に終了させることの目標が伝えられ、掲示さ
れています。受験生はもちろんのこと各学年とも具体的な目
標が掲げられています。定期テストが終了した諸君から年内
目標に向かってスタート。 
 

小学生低学年 

算数パズル道場を進行し、最低でも一月に 2 級はあがること 

言葉の学校は 3 か月で 1 グレード上がること 

計算トレーニング・漢字検定のステップ進行 

 

小５ 

算数：小５標準テキスト終了発展テキストへ  

小６標準テキスト分数の割合へ 

国語：漢字検定１ランクアップ 読解進行 

理科：ステージⅢの生物分野まで進行 

社会：テキスト「ステージⅡ」地理分野まで終了 

一貫算数：新演習小 5 下巻 小数・分数を使った応用問題 

一貫国語：新演習小 5 下巻 文法演習・作文の書き方 

 

 

小６ 

算数：小６発展テキスト・中 1 テキストを並行して進行  

中学の比例・反比例までをマスター 

国語：漢字検定１ランクアップ ステージⅢ問題進行 

英語：中１教科書終了 中 1 英文法進行！ 

理科：中学入試レベルの問題演習 

社会：中学入試レベルの問題演習 

一貫対策：過去問から、出題の題意にそって解答することの練習 

 

 

 

中１ 

英語 

選抜クラス：不規則変化表のマスター 中 1 ルーティング終了 偏差値 70 獲得 

標準クラス：中 1 教科書読み訳終了 中 1 英文法終了 偏差値 55 以上 

数学 

選抜クラス：中 2 の予習、平面・立体の演習 偏差値 70 以上 

標準クラス：１～２学期の徹底復習 特に基礎計算 偏差値 55 以上 

国語：国文法マスター 漢検 1 級ＵＰ！ 

 

 



中２ 

英語 

選抜クラス：「不定詞」終了、英熟語３００穴埋め攻略 偏差値 70 獲得 

標準クラス：中 2 教科書読み訳終了 変化表暗記 偏差値 55 

数学 

選抜クラス：中 3 の内容の予習。特に因数分解は基本中の基本！ 

証明の演習強化！！ 偏差値 70 獲得 

標準クラス：１～２学期の復習 3 年生へ向けて、計算の徹底強化  

偏差値 55 以上へ 

国語：国文法マスター 漢検 1 級ＵＰ！ 

 

中３ 

英語 

選抜クラス：入試問題演習 単語・熟語総復習 外部模試偏差値 70 

発展クラス：入試問題演習 単語・熟語総復習 外部模試偏差値 60 

標準クラス：入試問題演習 単語・熟語総復習 外部模試偏差値 55 

数学 

選抜クラス：差が付く平面と立体の応用問題演習！ミスを 2問に抑えて9割へ！ 

発展クラス：大問３以降の問題を 5 問以上解いて 7~8 割以上を目指す！ 

標準クラス：大問１と大問３の徹底演習！ここだけで 6 割以上を狙える！ 

国語：都立過去問演習・作文対策 

理科：都立過去問の演習・各分野の苦手と弱点克服 

社会：都立過去問の演習・暗記分野の完成 

 

 

高１ 

＜英語＞ 

発展クラス 

① リードＢ問題集  AＢ問題（センターレベル） 

② 速読英単語（標準） 

③ 英頻緑１冊通し、青イディオム通し、速読英単語 

標準クラス 

① ひたすら英文法（ＡＢ） AＢ問題（基礎）演習 

②英頻緑１冊通し 

 

 

＜数学＞  

①センター模試５割 

②数Ⅱ 式と証明 終了 

③白チャート数ⅠＡ終了 

 

＜国語＞ 

現代文キーワード１００個 

古文文法「助詞」まで完成 

 

 

 



高２ 

＜英語＞ 

発展 

① リード問題集 B（センターレベル）の通し 

② 英頻（赤）３章（文法編） 

③  速読英単語（標準）（意味のみ）の通し 

 

標準 

①リード問題集 B AＢ問題（基礎）演習 

②英頻緑１冊通し 

 

＜数学＞ 

① 数Ⅲ教科書第一章終了 

② 白チャート数２Ｂ終了 

③ センター模試６割 

 

＜国語＞ 

①現代文キーワード１００個 

②古文文法「助詞」まで完成 

 

受験生 

＜英語＞ 

① 英標(１８０)の完成 

② 速読英熟語の通し 

③ 志望大学赤本をやる 

④ 英頻赤通し 

 

＜数学＞ 

① 各自の大学赤本を過去５年分 

② センター過去問１５回 

 

＜国語＞ 

① MARCH から早大へ。最難関の問題厳選１０問に挑戦 

② センター対策 毎週１年分解いて２０１８年まで終わらせる 

 

＜理科・社会＞ 

①各自の大学赤本を過去５年分 

③ センター過去問１５回 
 

 

 

 

 

 



「今年、出来るようになったことをチェックせよ！」 

本年度内にやるべきことをしっかりコーチングを受けてこなすこと。 

一つ一つこなしていくことが、次へとつながることが大切です。 

「得意科目は、わかる→解ける→おもしろい→もっとやろう」 

できたところから見直すということは、確実に解けるところを作るということ。 

「確実に解ける→この部分はやれる→おもしろい→得意」 

確実に解けるところを作るまで踏んばってやろう！ 

できるようになるまで繰り返すのです。 

高校３年・大学受験生〈満席〉 冬期講習の目標 
 

   英語 発展クラス 共通模試で１６０／２００以上を安定してとること！！ 

            日東駒專レベルの私大過去問で８割平均以上をとること！！ 

            ＧＭＡＲＣＨの過去問で７割平均をとること！！ 

      標準クラス センター模試で１４０／２００以上を安定してとること！！ 

            日東駒専レベルの私大過去問で７割平均をとること！！ 

            GMARCH レベルの私大過去問で５割平均をとること！！ 

   数学 数学ⅠＡで８割以上、数学ⅡＢで８割以上をとること！！ 

国語 共通模試で７割以上をとり８割にのせること！！ 

 

「目標大学に合格しました 感謝します」 

 
 

高校２年生 冬期講習の目標 
 

   英語 塾内共通模試の目標は１４０／２００以上を安定してとること！！ 

   数学 塾内共通模試の数学ⅠＡで７割、数学ⅡＢで６割をとること！！ 

   国語 塾内共通模試で６割とること！！ 

 

「目標大学が決まりました 感謝します」 

 
 

高校１年生 冬期講習の目標 
 

  英語 塾内共通模試(筆記)の目標は５０／１００以上を安定してとること！！ 

  数学 理系進学予定者は塾内共通模試の数学ⅠＡで５割をとること！！ 

 

「センターレベル英文法が完成しました 感謝します」 

「受験は人生の通過点」 

自分のなりたいこと、やってみたいことへのパスポートを今、手に入れる時が来た！ 

「受験が出来る、ありがとう」を体に叩き込め！ 

センター対策テストを時間を計って進めます 

私立・国立二次、過去問を解いて解いて解きまくる！ 

その日その日のスケジュールをこなし、全体のスケジュールをこなせるように反復練習を。 

声を出しながら言える、そして手が覚えるまでやり抜くのです！ 

「立ち上がるなら今だ、高校 2 年生！」 

各教科とも出来ることを三つ、自己課題を三つ挙げ、 

この冬に何を解決するのかを定期テスト終了とともに、 

コーチングを受けて事前に決めることがキーです。 

「この冬、いよいよ君たちの目標を決める時期です。」 

受験意識、そしてスタートの早い者が当然次のステップへいち早く進めます。 

学部・学科を考え、その上で大学を思い浮かべてみること。 



中学３年生〈満席〉 冬期講習の目標 

英語 

選抜クラス：入試問題演習 単語・熟語総復習 外部模試偏差値 70 

発展クラス：入試問題演習 単語・熟語総復習 外部模試偏差値 60 

標準クラス：入試問題演習 単語・熟語総復習 外部模試偏差値 55 

数学 

選抜クラス：差が付く平面と立体の応用問題演習！ミスを 2 問に抑えて 9 割へ！ 

発展クラス：大問３以降の問題を 5 問以上解いて 7 割以上を目指す！ 

標準クラス：大問１と大問３の徹底演習！ここだけでも 5 割以上を狙える！ 

国語：入試問題演習 

理科：都立過去問の演習・各分野の苦手と弱点克服 

社会→公民終了・暗記分野の完成 
 

「目標高校に合格しました 感謝します」 

 
 

 

 

中学２年生 冬期講習の目標 
 

英語 

選抜クラス：「不定詞」終了、英熟語２００穴埋め攻略 偏差値 70 

標準クラス：「比較最上級」終了、変化表暗記 偏差値 55 

数学 

選抜クラス：中 3 の内容の復習。2 次方程式は基本中の基本！偏差値 70 以上へ！ 

標準クラス：１～２学期の復習 3 年生へ向けて、計算の徹底強化 偏差値５５以上へ 

国語：国文法マスター 漢検 1 級ＵＰ！ 

 
 

「目標高校が決まりました 感謝します」 

 
 

 

 

 

 

 

「自分は何がしたいのか」 

高校で何がしたいか、どんな高校生活を送りたいのか。 

どんな高校がいいのかをコーチングを通して自分自身を見つめて行こう！ 

「この冬、いよいよ君たちの目標を決める時期です。」 

受験意識、そしてスタートの早い者が当然次のステップへいち早く進めます。 

目標校、都立・私立を考え、高校生活を思い浮かべてみること。 

「今、自分は自分にためされている」「入試が出来る、ありがとう」「それならやれるだけやろう」 

そして「やれるだけやった」と言える自分に出会おう！ 

期末が終わったら講習スケジュールで進みます。 

その日その日のスケジュールをこなし、全体のスケジュールをこなせるように反復練習を。 

声を出しながら言える、そして手が覚えるまでやり抜くのです！ 

各自の入試得点シュミレーションをコーチングを通じて決めて行きます。 



中学１年生 冬期講習の目標 
 

英語 

選抜クラス：不規則変化表のマスター 中 1 ルーティング終了 偏差値 70 以上 

標準クラス：中 1 教科書読み訳終了  偏差値 55 以上 

 

数学 

選抜クラス：中 2 の内容で中 1 の問題を解く・立体の演習 偏差値 70 以上 

標準クラス：１～２学期の徹底復習 特に基礎計算 偏差値 55 以上 

国語：国文法マスター 設問を読み切る 
 

 

「変化表を覚え抜きました 感謝します」 

 
 

 

 

 

 

小学６年生・予習クラス 冬期講習の目標 
 

算数：小６発展テキスト・中 1テキストを並行して進行  

中学の比例反比例・グラフの書き方までをマスター 

国語：漢字検定１ランクアップ 国語ワーク終了 ステージⅢ進行 

英語：中１教科書終了 終了者より中２教科書へ 中 1英文法進行 

理科：冬期は苦手分野の克服だ！ 6年生の総復習！ 

社会：ステージⅢ終了 

「小６ 中１英語が毎日セクション１つ進行しました」 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校は復習！」そのペースを厳守せよ。 

本年度内にやるべきことをしっかりコーチングを受けてこなすこと。 

一つ一つこなしていくことが、次へとつながることが大切です。 

「得意科目は、わかる→解ける→おもしろい→もっとやろう」 

できたところから見直すということは、確実に解けるところを作るということ。 

「確実に解ける→この部分はやれる→おもしろい→得意」 

確実に解けるところを作るまで踏んばってやろう！ 

できるようになるまで繰り返すのです。 

「小６生 １に英語、２に英語。中１になるまでに英語教科書を読み切るぞー！」 

小学生の算数を中学ではどう解くのかを考えて進みます。 

国語はもちろん問題・タイトル付け・要約。 

国語のレベル別エンジンは月１冊、（１年経過している諸君は年１２冊）終了すること。 



小学６年生・一貫クラス 〈満席〉 冬期講習の目標 
 

  問題の文章を読み、その内容に沿った答えの書き方の徹底演習！ 

 作文を書けるまで繰り返し練習し、過去問で合格ラインまで到達する事！ 
 

「目標中学に合格しました 感謝します」 

 

 

 

 

 
 

小学５年生 冬期講習の目標 
 

 

算数：小５標準テキスト終了発展テキストへ  

小６標準テキスト線対称・点対称 

国語：漢字検定１ランクアップ 小 6 ワーク進行 

理科：ステージⅡを年内に電流分野まで完成 

社会：テキスト「ステージⅢ」室町時代まで終了 

 

「年内目標を達成して年を越すぞ」 
 

 

 

 

 

 

 

 
個別クラス 冬期講習の目標 

 

   ２学期中に冬期の目標について、個々に面談し、立てていきます。 

冬期の課題の量、時間等につきましても相談の上、決定していきます。 
 

「この冬、これが出来るようになった自分を作る」 

 

 

今、自分が抱えている問題で何を優先して行ったら 

いいのかをコーチングを通して確立して行こう。 

教科書の弱点を強化し、その計画を立てます。 

出来ること三つ、出来ないこと三つを挙げて、何をしたらいいのかをコーチングを受けて決めよう。 

自分で立てた計画をやり抜き、この期間の達成感を自らが作るのだ！ 

「やるだけやった。受験ができる、ありがとう」 

「記述対策」受験の山場です！納得するまで書く！ 

過去問・テーマ問題を絞って対策授業を行います。 

資料を見て、文章を読んで考えることが日々の課題となります。 

時間を計り、考え、そして解説してやり直すことを繰り返します。 

過去問と対策問題集を解いて進めていきます。 

「決めたこと」から「出来たこと」へ 

自分でやろうと決めたことをやり抜いてみる。 

算数ワークをしっかりと授業でやったところまで進める 

国語のワークを終わらせる 

算数検定を次の級へ進ませる！漢字検定を次の級へ進ませる！ 



 

冬期講習の時間割（小・中学部） 

12/26(土)～1/7 (木) 
小 5～小 6  12/26～1/7 まで（補習期間 12/30・1/7） 

小 5・6 一貫 12/26～1/7 まで（補習期間 1/7） 

中 1～中 2    12/26～1/7 まで（補習期間 12/30・1/7） 

中 3       12/26～1/7 まで（補習期間 1/7） 
 

＊ 講習は１２/３０～１/3 を除く毎日です。（中 3・小 6 受験生のみ 12 月 30 日も全員登校あり） 

＊ 費用にはテキスト代を含みます。 

＊ 兄弟割引はありませんのでご了承ください。 

 
 

 

 

 

 

学年 時  間 スケジュール 費 用（税抜き） 

中 3 

目標校の偏差へむけて一直線。あと何点を意識する仕上げにむけて。 

高校受験は通過点！ 各教科の要領を得ること！ 

 9：00～18：00 

午前中は 

8：50 には、 

必ず来ること！ 

英語基礎演習、発展演習、英文解釈 

数学基礎演習、発展演習、入試問題 

ノルマの数学（入試ﾚﾍﾞﾙ） 

英・数冬テキスト 

現国、古文 

理・社総復習、英熟語、変化表マスター 

漢字検定問題、ひたすら暗記シリーズ 

中 2 

入試問題を解きます。さらなる偏差値自己ベストを目指す！ 
復習しながら発展編に進みます。関数から図形へ 

 

 
18：30～21：30 

英・数・国基礎、発展演習、理・社復習 

変化表ﾏｽﾀｰ(過去形・進行形・過去分詞形)part4 まで 

中 3の英熟語に入ります。中 2の発展英語に入ります。 

ガリバーの数学（入試ﾚﾍﾞﾙ） 

漢字検定問題、時間外:論理エンジン 

中 1 

基礎から発展へ。数学文章題ガリバーの習得へ。 
英文法基礎が固まりつつある諸君のスケジュールは 

復習しながら発展テキストに進みます。比例・反比例のマスター 

 

18：30～21：30 

英・数・国演習、理・社復習、英発展テキストへ 

英・数通常テキスト、ガリバーの数学（入試ﾚﾍﾞﾙ） 

漢字検定問題、時間外:論理エンジン 

中 1英語発展問題集に入ります。 

小 5・6 

「わからない」をひとつずつ「わかる！」へ、喜びを増やそう！ 
そのできることを一つずつ味わって欲しい。いま方程式が始まる。  

9：00～12：00 算数、国語、英語 

小 5 

理社 

「わからない」をひとつずつ「わかる！」へ、喜びを増やそう！ 
そのできることを一つずつ味わって欲しい。いま方程式が始まる。 

 

小 6 

一貫 

13：00～15：00 理科・社会 
 

16：20～18：40 国語・算数 

小 5 

一貫 

11：00～12：00 国語、算数（１５：００～１６：１５） 
 

13：00～15：00 理科、社会 



冬期講習の時間割（高等部） 

12/26(土)～1/7(木) 
高 1～高 2  12/26～1/7 まで （補習日 12/30・1/7） 

高 3   12/26～1/7 まで （補習日 1/7） 
＊ 講習は１２/３０～１/3 を除く毎日です。（受験生のみ 12 月 30 日も全員登校あり） 

＊ 記載されている費用とは別に、テキスト代・消費税も発生いたします。 

＊ 兄弟割引はありませんのでご了承ください。 

 

  
 

 

 

学年 時  間 スケジュール 費 用 

高 3 

受験生 

センター英語１６０点を目指せ！各学科センターレベル克服。 

やるしかない。自己ベストを更新しよう！ 

 

マーク式攻略 

記述対応 

入試頻出単語完成 

 

マーク式・記述式 

攻略 

 

センターレベル 

完成 

11：20 

↓  英語：センター演習（リスニング含む） 

↓      私大対策 英頻（赤）速単 

↓      「ひたすら英文法」等 

12：20 

↓  昼食 

13：00 

↓  国語：センター演習  数学：マーク式問題集 

15：10 英語 センター模試 

↓     記述対策     16：40↓ 

18：10  大学入試過去問より  18：10 塾長クラス 

19：00 

↓    物理・化学・生物・日本史・世界史・政経・地理 

21：30  各自の選択科目に分かれます 

高 2 

理系：解いて解いて解きまくる数学 

来年では間に合わない！だから何を仕上げる？  

文系：英語は得意科目！センター英語１２０点を目指せ！ 

          古文は助動詞の完成！社会の入試科目を意識せよ！ 

   

17：50～18：50 国語演習 

19：00～20：30 理系：数学ⅠA・ⅡB   文系：国語 

20：40～22：10 塾長、及び水谷講師の英語クラス 

高 1 

英文法基礎を終わらせる！数ⅠA を終了せよ！ 

センター英語１００点を目指せ！ 

  

 
17：50～18：50 国語演習 

19：00～20：30 塾長の英頻講座または数学の選択制 

20：40～22：10 数学または国語の選択制 

個別 

ｸﾗｽ 
個々で回数・時間・金額が違いますので、一人一人面談にて提案させて頂きます。 




