
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年度冬期講習 

 ◆受講案内◆ 



大学受験科（高校生・既卒生）冬期行事 

■高校１年生講座 

[高１冬期行事の主旨] 

高校１年生は、大学受験の土台固めのための重要な学年です。英語と数学は必須の教科ですが、

実は国語も高１で攻略するべき大切な科目です。冬期は「古文」を扱います。既習範囲の古典文

法を復習し、それを活用した読解法を学びます。ぜひ、英数国のセットで受講してください。 
学年 科目 費用 日程 時間 担当 

高 1 

個別対応理数特訓 ¥16,500 12/28（水）29（木）1/4（水）1/5（木） 10:00～11:50 伊藤 
数学 ¥16,500 1/4（水）～1/7（土） 20:00～21:50 河合 
英語 ¥16,500 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 20:00～21:50 砂村 
国語 ¥16,500 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 18:00～19:50 高波 
3講座セット受講 ¥44,000       

 

■高校２年生講座 

[高２冬期行事の主旨] 

この学年は、「大学受験に向けてまだまだ猶予がある」と思われがちですが、実はこの学年のうち

にどれだけ学力を高めておくかが重要となります。ちょうど１年後に控えた共通テストに向けて、基

礎を徹底的に固めておくことが、有名大学現役合格には必須条件です。英語と数学に加えて、国

語のもラインナップに追加！今回は古文をやります。ぜひ英数国のセットで受講してください。 
学年 科目 費用 日程 時間 担当 

高 2 

個別対応理数特訓 ¥16,500 12/28（水）29（木）1/4（水）1/5（木） 10:00～11:50 伊藤 
英語 ¥16,500 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 20:00～21:50 江坂 
国語 ¥16,500 1/4（水）～1/7（土） 20:00～21:50 高波 
3講座セット受講 ¥44,000       

 

■高校３年生講座 

[高３冬期行事の主旨] 

共通テスト３年目の年です！今年の共通テストは、昨年の実施をふまえて、どの受験生も準備を

強化しているはずです。しかし、どんなに入試が変わろうとも、学力の本質は変わりません。入試

を熟知した英心うえの塾の講師の指導を基に学習をすれば、共通テストもこわくありません。数学

や物理、化学で苦手項目がある人は「理数特訓」を活用してください。国語は直前期に伸びる古文

の攻略法を学び、徹底演習を通じて知識を得点に変えていきます。 

年末年始特訓は演習特訓です。分野別攻略や実戦演習形式の練習を行い、共通テストに向けて

最終調整を行います。 

 

    年末年始特訓：３日間で最も伸びしろのある科目・項目の徹底演習を行います。（個別対応） 

 ３日間の演習プログラムを作り、共通テストに向けてひたすら練習していきます。全科目対応 
学年 科目 費用 日程 時間 担当 

高 3 
個別対応理数特訓 ¥16,500 12/28（水）29（木）1/4（水）1/5（木） 10:00～11:50 伊藤 
国語 ¥16,500 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 15:00～16:50 高波 
年末年始特訓 ¥38,500 12/30（金）～1/1（日） 10:00～18:00 上野/中村  

 ※料金は、教材費込み・税込みです 

※料金は、教材費込み・税込みです 

※料金は、教材費込み・税込みです 



高校受験科（中学生）冬期行事 

■中学１年生講座 

[中１冬期行事の主旨] 

学年末テストで最高点を出すために、復習範囲の中でも重要な項目を特訓して、学年末テストに

出題される予習範囲も学習します。５教科総合でしっかりと伸ばせるカリキュラムになっています。

学年末テストでの高得点を目標に、年末年始の期間に集中して学習する時間を作り、勉強への意

欲を高めて欲しいと思います。５教科セット（３講座セット）受講が断然おすすめです。 
学年 科目 費用 日程 時間 担当 

中 1 

数学・理科 ﾊｲﾚﾍﾞﾙ ¥13,200 1/4（水）～1/7（土） 15:00～16:50 河合 
数学・理科 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ¥13,200 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 18:00～19:50 中島 
英語 ﾊｲﾚﾍﾞﾙ ¥13,200 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 15:00～16:50 砂村 
英語 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ¥13,200 1/4（水）～1/7（土） 18:00～19:50 谷口 
社会・国語 ¥13,200 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 13:00～14:50 高波 
3講座セット受講 ¥33,000       

 

■中学２年生講座 

[中２冬期行事の主旨] 

学年末テストで最高点を出すために、復習範囲の中でも重要な項目を特訓して、学年末テストに

出題される予習範囲も学習します。５教科総合でしっかりと伸ばせるカリキュラムになっています。

学年末テストでの高得点を目標に、年末年始の期間に集中して学習する時間を作り、勉強への意

欲を高めて欲しいと思います。５教科セット（３講座セット）受講が断然おすすめです 
学年 科目 費用 日程 時間 担当 

中 2 

数学・理科 ﾊｲﾚﾍﾞﾙ ¥13,200 1/4（水）～1/7（土） 18:00～19:50 上野 
数学・理科 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ¥13,200 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 13:00～14:50 中島 
英語 ﾊｲﾚﾍﾞﾙ ¥13,200 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 18:00～19:50 砂村 
英語 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ¥13,200 1/4（水）～1/7（土） 15:00～16:50 谷口 
社会・国語 ¥13,200 1/4（水）～1/7（土） 13:00～14:50 高波 
3講座セット受講 ¥33,000       

 

■中学３年生講座 

[中３冬期行事の主旨] 

今年は、入試に向けて総合学力を高めるために全科目の講座を用意しました。 

それに加えて、年末年始特訓では、入試シミュレーション演習と公立高校入試の傾向と対策を徹

底指導するための講義を行います。５教科の講習と年末年始特訓３日間の入試シミュレーション

で、入試に向けた対策は万全のものとなります。 
学年 科目 費用 日程 時間 担当 

中 3 

数学 ﾊｲﾚﾍﾞﾙ ¥13,200 1/4（水）～1/7（土） 18:00～19:50 河合 
数学 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ¥13,200 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 15:00～16:50 中島 
英語 ﾊｲﾚﾍﾞﾙ ¥13,200 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 13:00～14:50 砂村 
英語 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ¥13,200 1/4（水）～1/7（土） 13:00～14:50 御簗 
理科 ¥13,200 1/4（水）～1/7（土） 10:00～11:50 上野 
社会・国語 ¥13,200 12/18（日）12/25（日）12/28（水）12/29（木） 10:00～11:50 高波 
4講座セット受講 ¥44,000       
年末年始特訓 ¥38,500 12/30（金）～1/1（日） 10:00～18：00 上野/中村  

 ※料金は、教材費込み・税込みです 

※料金は、教材費込み・税込みです 

※料金は、教材費込み・税込みです 



小学生総合科（小学生）冬期行事 

■小学５・６生講座 

[小学５・６年生冬期行事の主旨] 

小学５年生は、算数と国語の特別講習を行います。算数も国語も経験豊富な講師が授業を行い

ます。算数の授業を受けると、今まで思いつかなかったような新しい考え方にふれることができる

でしょう。国語の授業を受けると、「論理」の世界を体験して、自分の考え方がバージョンアップす

る実感が味わえるでしょう。 

小学６年生は、中学準備として、英語と算数をやります。楽しみながら、中学校の学習を先取りで

きます。算数は中学校の数学につながる重要項目を学習します。英語は中学に向けて予習を行

います。 
学年 科目 費用 日程 時間 担当 

小 5 算数・国語 ¥11,000 1/4（水）～1/7（土） 10:00～11:50 渕崎/大村 
小 6 算数・英語 ¥11,000 1/4（水）～1/7（土） 10:00～11:50 渕崎/大村 

 

個別学習（小学生、中学生、高校生）冬期行事 

■個別学習講座（小学３年生～高校生） 

[個別学習講座冬期行事の主旨] 

個別学習講座の主な目的は、ズバリ弱点補強です。先生とカリキュラムを相談して、自分にとって

必要な学習を行います。分からないことは先生の個別指導を受けてしっかり理解できます。自分

の課題に合わせて、弱点をどんどん解決していく講習になれば最高です。 

 
   日程 10:00-11:50 13:00-14:50 15:00-16:50 18:00-19:50 20:00-21:50 

第
1
期
間 

12/18(日) ○ ○ ○ ○ ○ 
12/25(日) ○ ○ ○ ○ ○ 
12/28(水) ○ ○ ○ ○ ○ 
12/29(木) ○ ○ ○ ○ ○ 

第
2
期
間 

1/4(水) ○ ○ ○ ○ ○ 
1/5(木) ○ ○ ○ ○ ○ 
1/6(金) ○ ○ ○ ○ ○ 
1/7(土) ○ ○ ○ ○ ○ 

 

対象 科目  料金 教材費 

小学生 算・国・英 1単位 120分×4回 ¥11,000 
1科目\1,650 中学生 国・社・数・理・英 1単位 120分×4回 ¥13,200 

高校生 数・英 1単位 120分×4回 ¥16,500 

小・中学生は、１単位２教科まで受講できます。高校生は１単位１教科受講できます。 

中学生で５教科受講する場合、４単位受講（英語４回、数学４回、理科４回、国社４回）がおすすめです。 

ワッセ校は午前中のクラスは行っていません。午後から受講可能です。 

※料金は、税込みです 

お支払い方法： 塾生は基本的に、口座振替による自動支払いでお手続き頂きます。 

御請求書はコミルでお送りします。一般生は、銀行振込でのお手続きをお願いしております。 

お申込み方法： 別紙の受講申込書をご記入頂き、教室へご提出ください。 

※料金は、教材費込み・税込みです 


