
 

  
 

第１弾 

高校入試対策講座 

中３対象 

いよいよ受験モードに突入する中

３を対象に｢入試対策講座｣がスタ

ート。 

私立・公立校それぞれの対策を行

います。いよいよ私立・前期選抜

まで２ヶ月、後期入試まで３ヶ月。ラストスパートしていただ

けるようにしっかりと対策をしていきます。 

 
 
第２弾 

算数習得テスト 

小学生対象 

冬期講習会が始まるまでにしっかりと算数分野をマスター

してもらうことを目的として、２学期までに習った算数の項

目がきちんとできているかどうかのテストです。 

◎２学期までの計算の習得度がわかる！ 

『達成度チェックシート」をつけて返却いたします。 

 

 
 
 
第３弾 

漢字統一テスト 

小学生対象 

冬期講習会が始まるまでにしっかりと漢字分野をマスター

してもらうことを目的として、２学期までに習った漢字の読

み書きがきちんとできているかどうかのテストです。 

◎２学期までの漢字の習得度がわかる！ 

『達成度チェックシート」をつけて返却いたします。 

 
 
 

第４弾 
 

小３～中３対象  

小３～中３を対象に行うこのテスト

で、２学期までの力を確認します。 

苦手分野を見つけたら、模試解説

会で完全克服してもらいます。 

 
第５弾 

模試フォローアップ 
中１～中３対象 

第５回統一OPEN模試実施のフォローアップを実施します。 

やらせっぱなしにはせず、テストでわからなかったところを

しっかり確認して冬期講習会に備えてもらいます！ 

※対象者のみの講座となります。対象生徒についてはテス

ト後に個別で連絡をさせていただきます。 

 
第６弾 

冬期講習会 入学すると 

《ステップコース：小１～小６》 

まずは、お子さまに級判定テストを受けていただき、それぞ

れにあった級から進めていきます。 

ひとつの項目を完全に理解するまで進級できません。 

とにかくしっかりと固めながらじっくりと確実に力をつけさせ、

自信を持って新学期のスタートが切れるようがんばってもら

います。 

クラス 学年 科目 時間数 受講費用 

全 8日間クラス 
(算国各 4日間 
またはいずれか
1科目を 8日間) 

1・2年 

算・国 12時間 

10,000円 

3～5年 13,000円 

6年 
7,000円 
→0 円 

全 4日間クラス 
(算国各 2日間 
またはいずれか
1科目を 4日間) 

1・2年 

算・国 6時間 

6,000円 

3～5年 7,000円 

6年 
13,000円
→0 円 

 



 
《エースコース：小６》 

２学期内容のチェックを行い、併せて新学期内容を行いま

す。目標は既習範囲と新学期内容の完全制覇。また、いち

早く中学生の学習内容にも取り組んでいただき、先取りで

中学に向けた準備にも取り組んでいただきます。 

 

学年 科目 時間数 

6年 数・英 
12時間 

（Cプランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用 

Aプラン 
12/22～12/27 

(復習中心) 

Bプラン 
1/4～1/7 
(予習中心) 

Cプラン 
12/22～12/27 

1/4～1/7 

8,000円→0 円 8,000円→0 円 14,000円→0円 

 

 

《セレクションコース：中１～中３》 

中１・２は復習と新学期内容

を行い、中３は入試に備え

た演習を行います。 

基本事項の定着をはかり入

試・内申対策を行います。 

また、恒例のサバイバルテ

ストを敢行！ 

正確に解ける力とスピード力を確実に身につけさせます。 

 
 
◎中１ 

学年 必修科目 時間数 

1年 英・数 
15時間 

（Cプランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用 

Aプラン 
12/22～12/27 

(復習中心) 

Bプラン 
1/4～1/7 
(予習中心) 

Cプラン 
12/22～12/27 

1/4～1/7 

12,000円 12,000円 22,000円 

 
学年 選択科目 時間数 

1年 国・理・社 
各 3時間 

（Cプランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用（1科目ごと） 

Aプラン 
12/22～12/27 

(復習中心) 

Bプラン 
1/4～1/7 
(予習中心) 

Cプラン 
12/22～12/27 

1/4～1/7 

各 1,800円 各 1,800円 各 3,200円 

 
 
 

 
◎中２ 

学年 必修科目 時間数 

2年 英・数 
15時間 

（Cプランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用 

Aプラン 
12/22～12/27 

(復習中心) 

Bプラン 
1/4～1/7 
(予習中心) 

Cプラン 
12/22～12/27 

1/4～1/7 

12,000円→0円 12,000円→0円 22,000円→0円 

 
学年 選択科目 時間数 

2年 国・理・社 
各 3時間 

（Cプランの場合） 

受講プラン 及び 受講費用（1科目ごと） 

Aプラン 
12/22～12/27 

(復習中心) 

Bプラン 
1/4～1/7 
(予習中心) 

Cプラン 
12/22～12/27 

1/4～1/7 

各 1,800円→0 円 各 1,800円→0 円 各 3,200円→0 円 

 
◎中 3 
学年 科目 時間数 受講費用 

3年 
英・数(必修科目) 27時間 27,000円 

国・理・社（選択科目） 各 4.5時間 各 3,200円 

※中３は Cプラン(12/22～12/27、1/4～1/7)のみ 
 

【子どもたちの感想より】 

●冬期講習から参加して去年とは違う有意義な冬休みを

過ごす事ができた。今までの総点検をしてくれたり、裏技

なんかも教えてもらったので、数学は問題を解くのが楽し

くなりました。（中３ Ｈ．Ａ） 

 

●冬期講習に行っていて普段行っていない教科をしたり

して、よく分かったし分からなかったところなどがわかるよ

うになりました。３学期に習うところなど、先に習うところを

もう一回復習してしっかりカンペキに解けるように頑張りた

いです。(中１ Ｓ．Ｓ) 

 

●わからなかったところをたくさん教えてもらってわかるよ

うになったし、裏ワザもたくさん教えてもらって問題が簡単

に解けるようになってうれしかった。 

勉強はきらいだけど、塾に行ったらわからないことが簡単

にわかるようになるのが楽しかった。 

また、塾に通うまでは家で勉強しようという気持ちになれ

なかったけど、この冬に通うようになってからいろいろな課

題が出されたので家での家庭学習が充実しました。 

（中３ Ｊ．Ｙ） 



●今回初めて参加しましたが、冬期講習を終えて思った

ことは、「ついていけるだろうか」という事です。 

でも先生の教え方がわかりやすくて、僕でもついていける

ことが出来ました。 

家に帰ったあとは毎日復習しました。 

まだこれから習うところも理解できました。 

毎日塾に通うのが楽しかったです。(中２ Ｋ．Ａ) 

 

●数学と英語だけ受けていたが、けっこう力がついたとい

う自信があります。 

なので学年末はいろいろと楽しみな結果になりそうです。 

他にも、授業前に自習室をつかって学校の宿題ワークな

どを仕上げたりしました。 

この結果がどのようにして出るのかが楽しみです。 

(中２ Ａ．Ｎ) 

 
第７弾 

冬季集中勉強会 

小３～中３対象 

今年もコロナ渦のため、宿泊をとも

なわない勉強会を行います。 

毎年多くの先輩たちが、精神的に

も学力的にも大きく成長していま

す。 

「Chance！Challenge！Change！」

をテーマに、名張本校・百合が丘

校にて熱い３日間を展開します。 

 

第８弾 

 

この冬にもまたまたやってきました講

習名物「サバイバルテスト」！ 

夏期講習同様、英単語・熟語完全暗

記サバイバル、英文法サバイバル、

算数・数学サバイバル、中３社会・理

科用語サバ…など、わかるまで、でき

るまで徹底的にやっていただくつもり

です！夏よりも出題範囲がグンと増えています。 

※中１～中３の英語、中３の社会・理科用語サバイバルテ

ストの範囲は別紙をご確認下さい。 

中３メニュー 

中２英単語２２４語 

反意語・同意語１００セット 

入試頻出熟語１６６選 

数学サバ 

社会用語サバ１５０選 

理科用語サバ１５０選 

英文法サバ     など 

中２メニュー 

中２英単語２２４語 

不規則変化５２セット 

数学サバ 

英文法サバ     など 

中１メニュー 

中１英単語２７６語 

数学サバ 

英文法サバ     など 

小６メニュー 

漢字単元サバ  

算数単元サバ 

上記以外に他の科目も実施‼ 
 



【子どもたちの感想より】 

●いつも１１時には寝るのだけど、勉強しないと何十回も

直しという、とんでもない事になってしまうので、毎日夜中

の３時まで頑張って勉強しました。その成果が出て、夏と

比べて直しがすごく減りました。英語は毎回２５０問くらい

のテストでしたが、５個以上間違えることは一度もなかっ

た。すごく達成感があります。（中３ Ｓ．Ｓ） 

 

●夏と比べて回数が少なかったけど、その分一回あたり

の量が多かったので大変だった。 

でも集中して取り組めました。 

勉強すればするほど、間違える数が減るのが嬉しかった

から楽しく覚えられました。 

すごく頭に入ったし、これからの受験に役立つなあと思い

ました。（中２ Ａ．Ｎ） 

 

●サバテスの勉強は家に帰ってから寝るまでやって、朝

起きてから塾に行くギリギリまでとにかく書いて覚えまし

た。 

サバテスで覚えた単語や用語は冬休みの宿題をやる上

ですごく役にたちました。 

テストで成果が出るようにもっとカンペキに覚えたいです。

（中３ Ｋ．Ｏ） 

 

●英語の単語サバテスは、塾から帰ってノートに書いて

覚え、次の日も朝からまた書いて覚えたりしたので、前よ

りも単語量がすごく増えました。 

講習中の英語の授業でも、今まで苦手だった英作文がか

けるようになって自信がつきました。（中１ Ｓ．Ｓ） 

 

●とにかくノートがビリビリになるまで書いた。 

広告の裏にも書きまくって覚えたので、次の日のテストで

間違いが少なかった時は、「たくさん書いて覚えてよかっ

た」と思えました。（中２ Ｈ．Ｋ） 

 
第９弾  

自習室 
冬期講習会期間中の使用可能。

ただし、１２/２８～１/３は使用でき

ません。ご注意ください。学校や塾

の宿題を行うなど、しっかりと計画

を立てて利用するようにして下さい。 

第１０弾 

 

 

冬休みはクリスマスにお正月とさまざまな行事があり家庭

学習が疎かになりやすい時期ですが、保護者の方にご協

力していただいて、小中学生を対象に家庭での学習を管理

します。 

この期間における学習内容、時間数を報告してもらい、指

導に活かして実力を高めます。 

 

第１１弾 

冬期確認テスト 

小６エース～中２を対象に、この冬期

セミナーで習ったことを確認するための

テストです。 

中学３年生は第６回統一 OPEN 模試

（有料）を行います。 

テストの範囲、日程表は冬期講習期間

中に配布いたします。 

 

 

第１２弾 

映像授業 

小学生模試受験生、中１～中３対象：実施中! 

ご存知の通り、中学生を対象に映像授業を配信しています。

（小学生は模試受験生のみ対象） 

冬期講習会の前に行われる第５回統一 OPEN 模試の対策

講座や、冬期講習内容の復習や予習、冬期講習中に行わ

れる英語のサバイバルテスト範囲の勉強用講座、受験生

は高校入試問題の過去問演習講座などなど多数のライン

ナップが充実しています。 

いつでも無料で視聴できますので、塾での学習時間にプラ

スしてしっかりと利用して下さい。 

 


