
 

 

 

2022 年度英心うえの塾 

春期講習受講案内 

 

 

 

 



【小学生の春期講習】 ※料金表示は全て税込みとなっております。 

 

◆集団指導の春期講習 

新小学 5年生対象春期講習（集団指導） 

小学 4 年生の重要テーマと新学年の予習を行います。算数・国語・理科・社会の授業の中で、勉

強のやり方を学び、学習の楽しさを体感できるようになります。中学受験をしようと思ってい

る子もぜひ参加してください。 

 

受講料 11,000 円 

日程  3 月 29 日（火）〜4 月 1 日（金）の 4 日間 13：00〜16：00（3 時間） 

 

新小学 6年生対象春期講習（集団指導） 

小学 5 年生の重要テーマと新学年の予習を行います。算数・国語・理科・社会の授業の中で、勉

強のやり方を学び、学習の楽しさを体感できるようになります。算数は一部応用問題を扱いま

す。中学受験をしようと思っている子もぜひ参加してください。 

 

受講料 11,000 円 

日程  3 月 29 日（火）〜4 月 1 日（金）の 4 日間 13：00〜16：00（3 時間） 

 

◆個別学習の春期講習 

新小学３年生～新小学６年生のための春期個別特訓 

小学生の個別学習は、復習を主に扱い、「苦手を得意にすること」を目的に学習します。 

生徒 3 人に対して先生一人の割合で個別学習を行います。個別指導だけでなく、演習をしっか

りと行うことでどんどん力がついてきます。 

 

対象 新小学 3 年生〜新小学 6 年生 

日程  第１期間：3 月 20 日（日）・3 月 21 日（月祝）・3 月 27 日（日）・3 月 29 日（火） 

第２期間：3 月 30 日（水）・3 月 31 日（木）・4 月 1 日（金）・4 月 2 日（土） 

時間  ❶14：00ー16：00 ❷16：00ー18：00  ※１コマ２時間選択制 

   ４コマで 2 教科まで選択可。指導教科：算数・国語・理科・社会・英語・算数文章題 

費用  受講料 11,000 円／１コマ 2 時間×4 日間 教材費 1,650 円／1 教科 

 



【中学生の春期講習】 ※料金表示は全て税込みとなっております。 

◆集団指導の春期講習 

意欲あふれる教科担任の先生と生徒たちと一緒に学ぶ集団指導で、春のスタートダッシュを切

ってください。内容は新学年の予習です。重要項目をしっかりと理解して、十分な演習を通じ

て実践的な力へと高めます。附属クラスと公立クラスにクラス分けをして授業を行います。 

 

●集団指導開講講座一覧 

 

費用  受講料： １講座 13,200 円 , ３講座５科目セット受講 33,000 円 

◆個別学習の春期講習 

新中１年生～新中３年生のための春期個別特訓 

中学生の個別学習は、全学年の復習と新学年の予習を行います。 

「苦手を得意にすること」を目的に学習します。 

生徒 3 人に対して先生一人の割合で個別学習を行います。個別指導だけでなく、演習をしっか

りと行うことでどんどん力がついてきます。 

 

対象 新中学１年生〜新中学３年生 

日程  第１期間：3 月 20 日（日）・3 月 21 日（月祝）・3 月 27 日（日）・3 月 29 日（火） 

第２期間：3 月 30 日（水）・3 月 31 日（木）・4 月 1 日（金）・4 月 2 日（土） 

時間  ❶14：00ー16：00 ❷16：00ー18：00  ❸18：00―20：00 ❹20：00―22：00 

   ４コマで 2 教科まで選択可。指導教科：国語 社会 数学 理科 英語 

費用  受講料 13,200 円／2 時間×4 日間 教材費 1,650 円／1 教科 

新中1 【附】数・理 河合 3/20(日)～23(水) 10：00～12：00

新中1 【公】数・理 中島 3/20(日)～23(水) 10：00～12：00

新中1 【附】英 砂村 3/20(日)～23(水) 13：00～15：00

新中1 【公】英 谷口 3/20(日)～23(水) 13：00～15：00

新中1 社・国 高波 3/24(木)～27(日) 10：00～12：00

新中2 【公】数・理 中島 3/24(木)～27(日) 15：00～17：00

新中2 【附】数・理 伊藤
3/24(木)・29(火) 16：00～18：00

3/26(土)～27(日) 15：00～17：00

新中2 【附】英 砂村 3/24(木)～27(日) 18：00～20：00

新中2 【公】英 谷口 3/24(木)～27(日) 18：00～20：00

新中2 社・国 高波 3/20(日)～23(水) 18：00～20：00

新中3 【公】数 江坂
3/21(月)～22(火) 20：00～22：00

4/1(金)～2(土) 18：00～20：00

新中3 【附】数 河合 3/29(火)～4/1(金) 18：00～20：00

新中3 【附】英 砂村 3/20(日)～23(水) 18：00～20：00

新中3 【公】英 御簗 3/29(火)～4/1(金) 14：00～16：00

新中3 社・国 生田・高波 3/24(木)～27(日) 18：00～20：00

中学１年生 ５教科の勉強法をみにつけること

でこれからの中学生活をスムーズに始めること

ができます。ぜひ挑戦してください。 

 

中学２年生 新学年は定期テストだけでなく高

校受験も意識した学習をする必要があります。

より高度な学習へとスムーズに移行させます。 

 

中学３年生 全学年の重要項目と新学年の予習

を進めることで、早期受験対策を行います。応

用問題も含めて対策を行い、確かな学力を築く

ための最高のきっかけになるでしょう。 



【高校生の春期講習】 ※料金表示は全て税込みとなっております。 

◆集団指導の春期講習 

高校生の春期講習は、大学入試に向けて全力で勉強したい高校生のために、高校の定期テスト

だけでなく入試を意識した内容になっております。 

高校３年生は、いよいよ受験学年として第一志望大学合格を目指すために必要な知識・技能・

勉強法を可能な限り伝授していきます。 

 

 

 

費用  受講料： １講座 16,500 円 , ※新高１数は 33,000 円 

            （３講座セット受講：高１は 55,000 円、高２・高３は 44,000 円） 

 

◆個別学習の春期講習 

新高校１年生～新高校３年生のための春期個別特訓 

高校生の個別学習は、個別カリキュラムで講習を行います。 

「苦手を得意にすること」を目的に学習します。生徒 3 人に対して先生一人の割合で個別学習

を行います。個別指導だけでなく、演習をしっかりと行うことでどんどん力がついてきます。 

 

対象 新高校１年生〜新高校１年生 

日程  第１期間：3 月 20 日（日）・3 月 21 日（月祝）・3 月 27 日（日）・3 月 29 日（火） 

第２期間：3 月 30 日（水）・3 月 31 日（木）・4 月 1 日（金）・4 月 2 日（土） 

時間  ❶14：00ー16：00 ❷16：00ー18：00  ❸18：00―20：00 ❹20：00―22：00 

   ４コマで 2 教科まで選択可。指導教科：英語 数学 化学 物理 

費用  受講料 16,500 円／2 時間×4 日間 教材費 1,650 円／1 教科 

新高1 数 河合 3/15～18,　20～23 13：00～15：00
新高1 英 砂村 3/20(日)～23(水) 15：00～17：00

新高1 現国 高波 3/24(木)～27(日) 13：00～15：00

3/29～30,　4/2 20：00～22：00
3/23(水) 18：00～20：00

新高2 【文系】数 河合 3/29(火)～4/1(金) 20：00～22：00

新高2 英 砂村 3/24(木)～27(日) 20：00～22：00

新高2 現国 高波 3/29(火)～4/1(金) 18：00～20：00
3/20(日)～21(月) 18：00～20：00

3/22(火)～23(水) 20：00～22：00

3/29(火)～30(金) 18：00～20：00

3/31(木) 17：00～19：00
4/2(土) 16：00～18：00

新高3 【難関国私】英 池田 3/24(木)～27(日) 20：00～22：00

3/22(火) 18：00～20：00

3/24(木)～26(土) 20：00～22：00
新高3 現国 高波 3/29(火)～4/1(金) 20：00～22：00

新高2 【理系】数 伊藤

新高3 【理系】数 伊藤

新高3 【国有名私】英 江坂

新高3 【共通】数 伊藤

高校１年生：数学は春期講習が必須です。速度の

速い高校の授業に対応するために、最初に習う

重要項目を一気に学習します。英語は中学英語

との違いを明確にして、次は大学受験に向けて

どう勉強するかを学びます。 

 

高校２年生：高２は英数国で受講することをおす

すめします。第一志望合格は高２の過ごし方で決

まると言っても過言ではありません。 

 

高校３年生：志望校合格に向けて必要な講座を

活用してください。実力講師があなたの第一志

望合格を全力で支援します。 


