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展開・因数分解 B-6

C-5

B-5 　英作文 B-5

NEW HORIZON 予習

　英作文 B-4

中学英語総復習

    

　英作文

紙面の都合上、すべての学校の受講例を記載することができませんでした。
記載のない学校の方はお手数ですが、お問い合わせください。

　英作文

    確　率

 三平方の定理

D-1
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東京

女学館    TJK予習 D-2

麻布
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中３国語　　　　　D-2

中２国語　　　　　C-3

中１国語　　　　　D-3

才塾おすすめ才塾おすすめ  この冬の特別講座！この冬の特別講座！

　英作文

講座名 

　英作文

Bターム(12/20,21,22,23) 
5限目 (17:00～18:30) 表

の
見
方 B-5

　英作文

D-3  データの分析（数Ⅰ） D-4   TJK予習

C-4

 数A のまとめ D-3

 数Ⅰのまとめ

GROVE  予習

C-5中学英語総復習

関数（比例・反比例）　　　　B-4

  平行四辺形 C-2

B-5　英作文

他

他他

他

他

他

他

時制のまとめ

展開・因数分解 B-6

  平行四辺形 C-2

  １次関数 D-2

C-1時制のまとめ

時制のまとめ

　英作文 B-5

時制のまとめ

展開・因数分解 B-6

  平行四辺形 C-2

  １次関数 D-2

C-1時制のまとめ
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 実力テスト対策（幾何）

 実力テスト対策（代数）
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　英作文

C-2NEW TREASURE 予習

 実力テスト対策（幾何）

 実力テスト対策（代数）

B-5

C-1    

 実力テスト対策（幾何）

 実力テスト対策（代数）

NEW TREASURE 予習

　　確　率（数A） C-3C-4中学英語総復習

C-4

 数A のまとめ D-3

 数Ⅰのまとめ

　 D-4

C-5中学英語総復習

NEW TREASURE 予習
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1限 9:20～10:50

2限

3限

11:10～12:40

13:20～14:50

4限

18:50～20:20

5限

6限

15:10～16:40

17:00～18:30

 講座内容紹介 

中1

英：英作文　（B-5）

英作することで1人１人の弱点を洗い出し、文法の整理をしていきます。

中2

英：TJK予習　（D-2）

数：関数（比例・反比例）　（B-4）

「関数」の基本からグラフを使った応用まで幅広く学びます。

数：１次関数　（D-2）

「比例」を１次関数の応用までパワーアップしていきます。

数：展開・因数分解　（B-6）

高校数学へつながる関門「展開・因数分解」の予習講座。
中3

文型を考えながら常に英作するように指導。解答は一つとは限りません。

英：英作文　（B-4）

英：中学英語総復習　（C-4）

中学英語の重要単元を総復習。休み明けテスト対策にも最適。
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マンツーマン指導に関してはお問い合わせください。

下記講座と同様の内容をマンツーマン指導で受講することも可能です。

Aターム

Bターム

Cターム

12/15～18

12/20～23

12/26～29

Dターム 1/4～7

英：TJK予習　（D-1）

３学期の予習を中心に冬休み明け「単語100題テスト」にも対応します。

国：中２国語　（C-3）
小説文など文学的文章と、説明的文章の読解のしかたを説明し、答えの
書きかたを練習します。口語文法の助詞・助動詞のはたらきを復習します。

数：確率　（D-1）

高校数学までつながる「順列・組合せ・確率」の考え方を伝授します。

３学期の予習を中心に冬休み明け「単語100題テスト」にも対応します。

数：三平方の定理　（B-3）

三平方の定理の基本的な使い方から円、空間での利用まで学びます。

英：TJK予習　（D-3）

３学期の予習を中心に冬休み明け「単語100題テスト」にも対応します。

英：New Treasure 予習　（D-4）

3学期の範囲の文法を中心に予習します。

数：数Ⅰのまとめ　（C-5）

式の計算・２次関数・三角比の総復習です。

数：数Aのまとめ　（D-3）

集合・場合の数・確率の総復習です。

国：中３国語　（D-2）
文章読解と記述の総合練習を中心に進めます。古典文法（用言の活用、
助動詞・助詞のはたらきなど）を短文を例に確認します。

数：データの分析（数Ⅰ）　（D-4）

平均・分散・標準偏差の考え方から応用まで教科書に沿って予習します。

数：平行四辺形　（C-2）

三角形の合同証明をベースに「四角形」での証明力を養成します。

国：中１国語　（D-3）

文章読解のしかた、答えの書きかたを練習します。口語文法の基本部分
（文・文節・単語～文の成分～品詞～用言の活用など）を復習します。

英：時制のまとめ　（C-1）

あやふやなままでは済まされない時制と助動詞を総復習します。

英：英作文　（B-5）

英作することで1人１人の弱点を洗い出し、文法の整理をしていきます。

英：英作文　（B-5）

英作することで1人１人の弱点を洗い出し、文法の整理をしていきます。

数： 確率（数A）　（C-3）

場合の数を復習しながら高校数学の確率（反復試行・条件付き確立）を学習します。

数：実力テスト対策（幾何）　（B-5）

合同・相似・円・三平方の定理を中心に総まとめをします。

数：実力テスト対策（代数）　（C-1）

いろいろな計算・方程式・関数を中心に総まとめをします。

英：New Treasure 予習　（C-2）

3学期の範囲の文法を中心に予習します。
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'19 冬期講習総合案内

■ 英 語

■ 数 学

●　出題別英文法演習 高1,2

●　指数・対数（数Ⅱ） 高1

C-3 時制、文型、態、助動詞、準動詞、関係詞などの基本文法総演習。

A-6 頻出英文法を出題形式別に演習。

●  入試英文法（基礎編）  高1

C-4　　指数・対数を含めたいろいろな計算・方程式・不等式・最大最小を学習。

数ⅠＡ入試演習     

講座名

Dターム　(1/4～7) 
5限目 (17:00～18:30) 

表
の
見
方

D-5

1限 9:20～10:50

2限

3限

11:10～12:40

13:20～14:50

4限

18:50～20:20

5限

6限

15:10～16:40

17:00～18:30 高校部 講座紹介 
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Aターム

Bターム

Cターム

12/15～18

12/20～23

12/26～29

Dターム 1/4～7

高3生は個別指導にて対応します！

●　読解演習（センター） 高1,2 D-4 センター試験の過去問等を使ってアプローチの仕方を伝授。

●　数ⅠA入試演習 高1,2 D-5 方程式と不等式、２次関数、三角比、確率の総まとめ。

●　微分法（数Ⅱ）　 高1 D-6 微分の応用を中心に接線、グラフを完全理解。

河野 恵太 くん

攻玉社

　国際教養大学（国際教養）
慶應義塾大学（総合政策）

上智大学（法）
明治大学（法）

河野 恵太 くん

攻玉社

　国際教養大学（国際教養）
慶應義塾大学（総合政策）

上智大学（法）
明治大学（法）

・国語（現国，古典）

・社会（日本史，世界史）

・理科（物理，化学）　　他

マンツーマン指導で受講できます
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