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攻玉社

●●　中学1年生　●●

 　TJK クラス

   中２英作文

　三角形　　

展開・因数分解

●●　新中学２年生　●●

●●　新中学３年生　●●

英語 数学 英語 数学

  中３ 英作文

講座名 ： 中３英作文

Cターム (3/27,28,29,30) 
1限目 (9:20～10:50) 表

の
見
方

   中３英作文

図形の性質(数A)

　数と式（数Ⅰ)

英語 数学 英語 数学

B-4 B-5

C-1

D-1

C-2

C-2

D-1

C-2

C-1

C-1

東京
女学館

暁星

麻布

 中学部 学校・学年別対象講座一覧 
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    平方根 C-3 　三角形　　 B-5

C-2

    TJK クラス D-2

　数と式（数Ⅰ)

   中３英作文 図形の性質(数A)

　数と式（数Ⅰ)

   中３英作文 C-1

NEW TRESURE

図形の性質(数A) D-1

NEW TRESURE

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。

世田谷

世田谷
C-1   中３英作文

＊NEW TREASURE, PROGRESS21, NEW HORIZON予復習は
   個別指導での受講となります。
＊受講の仕方、講座の組み合わせは他にもございます。
   詳細はお問い合わせください。

＊NEW TREASURE, PROGRESS21, NEW HORIZON予復習は
　個別指導での受講となります。
＊受講の仕方、講座の組み合わせは他にもございます。
　詳細はお問い合わせください。

・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

展開・因数分解 C-1

中３国語　　　　　D-3

才塾おすすめ才塾おすすめ  この春の特別講座！この春の特別講座！

'20 春期講習総合案内

 時制のまとめ

   中２英作文 C-2

C-1

他

他他

B-6 　三角形　　

展開・因数分解

B-5

C-1

 時制のまとめ

   中２英作文 C-2

B-6 時制のまとめ

  中２英作文 C-2

B-6

他

他他

NEW HORIZON  予復習 図形の性質(数A)

　数と式（数Ⅰ)

D-1

C-2

B-5

中２国語　　　　　B-3

才塾おすすめ才塾おすすめ  この春の特別講座！この春の特別講座！

B-5



 講座内容紹介 

中２

英： TJK クラス　（B-4）

4月からの学校の授業に備える講座。

中３

数：展開・因数分解　（C-1）

中2の最初の関門「展開・因数分解」の予習講座。

英：中３英作文　（C-1）

数：図形の性質（数A）　（D-1）

三角形の五心や様々な定理を高校数学にレベルアップ！

数：数と式（数Ⅰ）　（C-2）

高校数学の入り口「式の計算」、様々な「方程式・不等式」を学習。

中２までの文法を英作文で総復習。

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。

新 新
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数：三角形　（B-5）
１学期(幾何)の予習講座。いろいろな角の求め方や合同条件，証明の書
き方を学習。

英：時制のまとめ　（B-6）
中２になる前にもう一度、現在形から進行形、過去形、未来形、
助動詞を復習します。

国：中３国語　（D-3）

古文の導入と語彙力の養成を行います。

1限 9:20～10:50 4限 15:10～16:40

2限 11:10～12:40 5限 17:00～18:30

3限 13:20～14:50 6限 18:50～20:20

Aターム 3/16,17,18,19

Bターム 3/,21,22,24,25

Cターム 3/27,28,29,30

Dターム 4/1,2,3,4

'20 春期講習総合案内

英： TJK クラス　（D-2）

4月からの学校の授業に備える講座。

英： New Treasure 　（B-5）

4月からの学校の授業に備える講座。

数：平方根　（C-3）

「平方根」の導入、「2次方程式」の概念も含め、様々な計算を練習します。

英：中２英作文　（C-2）

1年間の総仕上げを、一番頭を使う英作文で復習。

国：中２国語　（B-3）

説明文・小説の読解演習。また、記述力の養成を目指します。

※才塾では通常通り春期講習を行いますが、各学校の「新型コロナ　
　ウイルス感染症防止拡大阻止」に対する全校休校措置を踏まえ、通
　塾できない方のために個別指導を主としたスカイプ（またはzoom）
　による授業もいたします。ご希望の方はご連絡ください。

※この講座以外にも生徒に必要な復習講座などを設定する予定で現在
　も検討中です。（この長期の自宅学習日を今まで出来なかった復習
　をする絶好の機会ととらえています。また学校の課題を一緒に行う
　授業も検討中です。）

　決定次第追ってご連絡いたします。



■英語

■数学
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1限 9:20～10:50 4限 15:10～16:40

2限 11:10～12:40 5限 17:00～18:30

3限 13:20～14:50 6限 18:50～20:20

Aターム 3/16,17,18,19

Bターム 3/,21,22,24,25

Cターム 3/27,28,29,30

Dターム 4/1,2,3,4

'20 春期講習総合案内

高校部 講座紹介

●　高１ 英文法（基本文型・時制） 

●　高1 英文読解（基礎編）

D-5 センター～MARCHレベルで出題された入試問題に挑戦。整序問題と英作文、合計1日50題を目指します。●　高2,3 和文英訳

●　高2 入試英文法 B-5 受験生の最も苦手とする正誤問題で入試英文法の得点力アップ。

●　高2,3 英文読解（応用編） C-5 平易な長文は読める人向けに、センター試験レベル以上の大学入試問題で特訓。

●　高１ ＴＪＫクラス

D-4 文の基本構造や時間の概念を学習。

A-5 本格的に長文読解を始める人に、難関高校入試の長文で読解の基本を伝授。

C-5 4月からの学校の授業（英コミュ、英表）に備える予習講座。

●　高１ 式と証明（数Ⅱ）

●　高2 極限（数Ⅲ）

●　高１ 三角比（数Ⅰ） C-4 sinθ, cosθ, tanθのすべてを理解する4日間。

D-3 除法や分数式を含めた様々な式変形を学習。

C-6 理系を対象に「数列」の復習も含めながら「数列の極限」「関数の極限」を学習。

●　高2,3 入試演習（数ⅠAⅡB） D-6 数学ⅠAⅡBの頻出分野を総復習。小問で入試に必要な知識を必要十分に伝授。

●　高1,2 入試演習（数ⅠA） A-6 数Ⅰ･Aの基本事項の確認と、得点力アップのための解法を伝授。

●　高2 積分法（数Ⅱ） B-4 不定積分・定積分の計算、曲線で囲まれた面積の求め方を学習。

⇒

徳丸　創也 さん

攻玉社

　慶応義塾大学（法）

河野 恵太くん

攻玉社

国際教養大学（国際教養）

⇒

… A-4☆ 高１ 古文　　　
古典常識、古文単語、助詞・助動詞などの練習を通して、古文読解の
基本を丁寧に解説します。古文のおもしろさを感じられる講座です。

 卒業生の進路 
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