
2018 年度	 青翔塾	 冬期講習実施要項	 

	 

小学生	 

■中学受験講座■	 

１	 期間	 12 月 25 日～30 日、1 月 4 日～7 日の計 10 日間	 

２	 時間	 9:00～12:00	 

３	 教科	 国語・算数・理科・社会	 

４	 内容	 学校の授業の既習範囲より、各自の苦手な部分を中心に、完全定着を目的とした演習

を徹底します。教科は算数・国語・理科・社会の四教科からの選択となります。	 

6 年生は希望する中学の過去問演習・問題解説・類題の演習などを徹底してまいります。個別指

導のクラスです。	 

５	 講習料	 ¥64,800	 

	 

■新中１準備講座■	 

１	 期間	 12 月 26 日～29 日、1 月 4 日～7 日の計 8 日間	 

２	 時間	 10:00～12:00	 	 

３	 教科	 英語・数学	 

４	 内容	 来年度の中学の授業へ向けた講座で、教科は英語と数学の二教科となります。英語は、

各自の学習進度に応じてアルファベットや英単語の練習、be 動詞や一般動詞の文の内容を進めま

す。数学は、小学校の算数の復習をし、中学 1 年生 1 学期の内容の「正負の数」へ進みます。す

でに中学の内容に入っている生徒さんは、それぞれの進度に対応した内容を中心に進めます。個

別指導のクラスです。	 

５	 講習料	 ¥21,600	 

	 

■小学生補習講座 A・B■	 

１	 期間	 12 月 26 日～29 日、1 月 4 日～7 日の計 8 日間	 

２	 時間	 A	 9:00～10:30	 	 B	 10:30～12:00	 

３	 教科	 国語・算数（・英語）	 

４	 内容	 1,2 学期の内容より特に重要と思われる箇所の復習を中心に進め、苦手な部分や理解

できていなかった部分などについて重点的に学習します。復習部分が十分理解できていると判断

した場合には 3 学期の内容、新学年の内容まで予習を進めます。個別指導のクラスです。	 

５	 講習料	 ¥16,200	 
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中学生	 

■中 1 総合講座■	 

１	 期間	 12 月 26 日～29 日、1 月 4 日～7 日の計 8 日間	 

２	 時間	 19:30～21:30	 	 

３	 教科	 英語・数学	 

４	 内容	 英・数ともに、3 学期の内容の予習中心に進めていきます。英語は現在進行形などの

3 学期に学習する文法内容を中心に教科書本文の説明と演習まで進める予定です。ただし、各自

の進行状況によって内容が異なる場合があります。数学は、平面図形の範囲より作図を中心に、

空間図形の基本まで進める予定です。	 

５	 講習料	 ¥17,280	 

	 

■中２総合講座■	 

１	 期間	 12 月 26 日～29 日、1 月 4 日～7 日の計 8 日間	 

２	 時間	 19:30～22:00	 

３	 教科	 英語・数学	 

４	 クラス・内容	 

[基礎クラス]英語は 3 学期の内容の予習として比較級・最上級・原級の文法とそれに準じた教科

書の本文まで進めていきます。数学は 3 学期予習として平行四辺形の性質と、それを使った証明

の進め方を中心に学習します。英語・数学共に、基本的な対応力を身につけることが目標です。	 

[応用クラス]	 英語は既習範囲全般についての総復習と、受動態、現在完了などの 3 学期から 3

年次にかけて学習する内容の予習を中心に、長文読解問題などを取り入れながら進めます。数学

は平行四辺形の性質以降の 3 学期の内容の予習が中心になります。英語・数学共に基本から応用

まで幅広く対応できる力を身につけることが目標です。	 

５	 講習料	 ¥21,600	 

 
■中３公立総合講座■	 

１	 期間	 12 月 25 日～30 日、1 月 4 日～7 日の計 10 日間	 

２	 時間	 13：30～18:30	 

３	 教科	 英語・数学・国語	 

４	 クラス・内容	 

[公立総合講座 A]来年度の公立高校の入試へ向け、国・数・英の 3 教科について、基本的な問題

に完璧に対応できるよう、実践的な問題演習を通して、基礎内容の確認と定着を目指した授業を

行います。国語の作文指導、英語のリスニング対策と合わせて総合的に得点力をアップするため

のクラスとなります。	 

[公立総合講座 B]公立入試において、数学と英語の選択問題採用校を受験する生徒対象のクラス

になります。来年度の公立高校の入試へ向け、国・数・英の 3 教科について、実践的な問題演習

を中心に進めていきます。特に公立高校特有の教科毎の記述問題・国語の作文・英語のリスニン

グなど配点の高い部分の対策を万全にし、難易度の高い問題の解法も含めた総合的な得点力を身

に付けることを目指した授業を行います。	 

５	 講習料	 \49,860	 
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■中３私立総合講座■	 

１	 期間	 12 月 25 日～30 日、1 月 4 日～7 日の計 10 日間	 

２	 時間	 13：30～18:30	 

３	 教科	 英語・数学・国語	 

４	 内容	 来年度の私立高校の入試へ向け、国・数・英の 3 教科、各自の志望する高校のレベル

と入試内容に併せた授業を徹底していきます。授業形態は個別指導です。受験校の過去問演習を

こなす中、各自の苦手な個所の分析、そして克服することを目指します。	 

私立高校の入試問題は、各学校によって難易度や、出題傾向に特色がありますので、これに対応

する力を身につけることを最大の目標とします。	 

５	 講習料	 \58,320	 

	 

■中３理社講座■	 

１	 期間	 12 月 25 日～30 日、1 月 4 日～7 日の計 10 日間	 

２	 時間	 9:30～12:00	 

３	 教科	 理科・社会	 

４	 内容	 公立入試に欠かすことのできない理科・社会について、より実践的な演習と解説を徹

底し、当日の試験での得点を大幅にアップできるよう授業を進めていきます。特に、埼玉県特有

の出題形式を考慮に入れ、記述対策も含めた総合的な学習を進める予定です。悔いのない受験を

していただくためにも、ぜひ受講してほしい講座になります。	 

５	 講習料	 \29,800	 

	 

■中３個別特訓講座■	 

１	 期間	 12 月 25 日～29 日、1 月 4 日～7 日の計 9 日間	 

２	 時間	 19:30～22:00	 

３	 教科	 英語・数学・英語・理科・社会より選択	 

４	 内容	 受験校にかかわらず、残された時間をより有効なものとして活用していただくための

個別指導のクラスです。教科は限定せず、冬期講習の期間を最大限に利用し、より深い理解度の

定着を目指します。上位校の併願対策、各教科の記述対策、苦手教科の徹底演習など、各自の目

的に応じたカリキュラムを作成したうえでの授業を行います。	 

５	 講習料	 ¥32,400	 
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