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文章の読みとり方を高め、国語の楽しさを知ろう！ 算数への興
きょう

味
み

を深め、実力を伸ばそう! 

楽しくわかりやすい授業で、地理のおもしろさを発見しよう! 
理科の楽しさを体感! 
人類の知

ち

恵
え

がぎっしりとつまった3講座です。 

 

 

第1講座 第2講座 第3講座 

詩 
～季節感～ 

物語 
～文章からわかること～ 

説明文 
～表現力をつける～ 

第1講座 第2講座 第3講座 

数と計算 
倍数と約数 

単位量あたりの大きさ 

立体の体積 

三角形や四角形の角 

第1講座 第2講座 第3講座 

くらしと国土 
日本の農業 

日本の水産業・食料生産 
日本の工業 

第1講座 第2講座 第3講座 

生きもののたん生と成長 天気の変化・流れる水のはたらき もののとけ方・電
でん

磁
じ

石
しゃく

 

冬期講習会 5年生の総まとめが中学校への土台になります! 
5年生で学ぶ内容は、中学校で学ぶ内容と大きなつながりがあり

ます。右の表は、その一例です。これらは、6年生の内容とは直接結び
つかずに、5年生での学習内容をもとに中学生で知識をふくらませる
ものばかりです。しかも、私たちの暮らしとのかかわりが大きい内容
でもあります。 

練成会の冬期講習会で、5年生で学んだことを総整理して、将来へ
の土台を作りましょう。 

5･20･10･JI･HU 

 5年生の内容 中学生の内容 

社会 日本の産業 
1・2年 

日本地理 

算数 
三角形や 

四角形の角 

2年 

多角形の角 

理科 電磁石 
2年 

電流と磁界 

20202021

小学校の社会科の授業で習う地理は、農業であれば｢稲
い な

作
さ く

｣、工業であれば｢自動車の生産｣が中心になっ

ています。しかし、日本の各地では、｢稲作｣や｢自動車の生産｣以外にもさまざまな農業や工業が行われていま

す。小学５年生のうちに、日本の農業や工業のことを深く知ることができれば、｢地理が大好き！｣と自信をもって

言えるようになり、中学校で習う日本地理も得意科目になるでしょう。 

この冬は、５年生になってから学習した地球のすがたや日本の周辺の国々､農業・

水産業・工業などについて勉強します。教科書よりくわしい内容も登場しますが、楽し

くわかりやすく指
し

導
ど う

しますので、地理のおもしろさを発見して、社会を得意科目にしま

しょう。 

算数を得意にするためには、まず、たし算・ひき算・かけ算・わり算の四つの計算を自信をもって解ける力が必

要です。５年生の２学期からは、この計算を使っていろいろな問題を解きました。この単元を確実にできるように

するために、講習会では計算の練習を行い、計算力を高めていきます。 

図形では「体積」「角度」について学習します。立体の体積、三角形や四角形の角の性質

などを復習し、これらを組み合わせたいろいろな問題を解きます。中学校の数学でも活用で

きる図形問題の考え方や解き方を身につけていきます。また､夏に続き､｢算数の世界｣では､

今回｢過不足算｣を紹介します。 

算数の楽しさ、おもしろさを深めながら、さらに大きく実力を伸ばします。 

理科という教科が最初に学校にとり入れられたのは、今から１００年以上前、イギリスでのことです。｢これほどお

もしろく、楽しく学べるものは、他にない！｣という評
ひょう

判
ば ん

からでした。その楽しさは、現
げ ん

在
ざ い

でも変わることはありませ

ん。理科を学ぶことは、身のまわりの現
げ ん

象
しょう

を知ることであり、わたしたち自身を知ることにつながるからです。冬期

講習会では、身近な自然現象を題材にした学習をします。 

『生きもののたん生と成長』では、身近な植物や動物の成長を順
じゅん

序
じ ょ

よく学んでいき

ます。『天気の変化・流れる水のはたらき』を学習すれば、天気予
よ

報
ほ う

を見るのが楽し

みになり、川へきっと遊びに行きたくなるでしょう。『もののとけ方・電磁石』の講座で

は、自分で実験をしてみたくなります。理科の楽しさを体感しましょう！ 

今回の講習会では、｢情景をイメージする力｣から｢読みとる力｣、さらに｢書く力｣までの総合的な国語の力を、

今まで以上に楽しみながら伸
の

ばすことのできるテキストと授業を用意しています。 

第１講座の｢詩｣では、世界の中でも特に表現豊かな日本の｢季節感｣を様々な詩を使って考え、

詩に描
え が

かれている情景が味わえるようになっています。第２講座の｢物語｣では、

それぞれの場面での人物の気持ちとその気持ちになったきっかけを、第３講座

の｢説明文｣では｢読みとり｣の手順にとどまらず、記述問題にも挑
ちょう

戦
せ ん

します。ま

た、｢語句の力｣を家庭でも高められるページも用意しています。この冬は、６年

生への進級に向け、今まで以上に国語を得意科目にしよう！ 



中学でも役立つ勉強法と文章の 
読みとり方を指導します! 

算数から数学へ! 思考力をきたえます! 

年代とできごとを一
い っ

緒
し ょ

に覚えて、歴史の流れを理解しよう! 小学理科を完全に理解して中学の土台づくり! 

 

第1講座 第2講座 第3講座 

短歌・俳句を楽しむ 
～情景と作者の思い～ 

小説を得意にする 
～ゆれ動く人物の心情～ 

論説文を読み解く 
～筆者の主張と結論～ 

第1講座 第2講座 第3講座 

倍数と約数 

分数の計算 

速さ 

比と比の利用 

いろいろな図形の面積 

拡大図と縮図 

第1講座 第2講座 第3講座 

日本の農業・水産業・工業 わたしたちのくらしと政治 縄文～江戸時代 

第1講座 第2講座 第3講座 

ヒトのからだ 大地のようす・水よう液の性質 てこのはたらき･月 

勉強のしかたを学び、中学校への足がかりをつくろう! 
中学生になると、今まで以上にいそがしい毎日が待っています。毎日の生活時間でみると、学校では毎

日6時間授業になり、その後で部活動の練習があります。帰宅時間は今までより、最低でも2時間は遅くな

るでしょう。また、学習する内容で見ると、本格的に「英語」が始まるほか、算数が「数学」に変わるなど、各

教科とも、より細かく、くわしく考えたり理解する内容が多くなります。練成会の冬期講習会では、中学校

で学ぶ内容につながるように小学校で学んだことを総整理します。また、忙しい中でもしっかりと学べるよ

うに勉強のしかたを身につけます。このように中学校生活への準備をすることが、この冬のねらいです。 

6･20･10･JI･HU 

20202021冬期講習会

中学生になると、｢教科書をもとにしたテスト｣と｢初めてみる作品をもとにしたテスト｣の２種類があります。このう

ち、今のみなさんにつけてもらいたい力は、真の国語の力につながる｢初めてみる作品に対応できる力｣です。 

この冬は、｢短歌｣・｢俳句｣・｢小説｣・｢論説文｣という特
と く

徴
ちょう

が違
ち が

う作品を用いて、それぞれの文章の読み方や問 

題の考え方、そして答えの導き方を丁
て い

寧
ね い

に指導し、中学の国語に向けての準備を一足

先におこないます。第一講座では、短歌・俳句の基本的知識と鑑
か ん

賞
しょう

力を高めます。第

二講座では人物の心情とその理由を表現できるようにします。さらに第三講座では論説

文を通して論理的な思考力も養成します。｢読解力｣・｢表現力｣の２つの力が強化され

れば、３学期、そして、中学進学に向けての飛
ひ

躍
や く

となること間
ま

違
ち が

いなし！練成会で真の

国語の力を身につけよう！ 

中学校で行われるテストの歴史の問題で、得点差がつきやすいのはどのような問題だと思いますか。それは、

歴史上のできごとを年代順に並
な ら

べかえたり、日本と同じころの世界のできごとを答えたりする問題です。 

例えば、｢ペリーが来航した｣｢平城京が完成した｣｢日本に鉄砲
て っぽ う

が伝わった｣を年代の古い順 

に並べかえる問題がテストに出たとします。このような問題は、重要年代を覚えていることで

正解できますし、また、年代とできごとを一緒に覚えることで、歴史の流れが理解できます。 

この冬は、飛鳥
あ す か

時代から江戸時代までの25個の重要年代を覚えます。中学生が覚えな

ければいけない年代がおよそ１００個ですから、この冬で中学校進学に向けての土台をつく

ることができます。 

現在学習している「算数」が、中学では「数学」という名前に変わります。今回の講習会では、みなさんに中学

校の「数学」をより身近に感じてもらえるようなカリキュラムを組みました。たとえば「数学」では小数よりも分数が計

算の中心になるので、第1講座で分数の計算練習を徹底し、みなさんを分数の達人にします。第２講座では「数

学」につながる速さ・時間・道のりの関係や比を使った計算を得意にします。また、第３講座のいろいろな図形の 

面積・拡大図と縮図の学習を通じて、図形の考え方・解き方などのテクニックを完璧に

身につけさせます。また､夏に続き、｢算数の世界｣では､今回｢流水算｣を紹介します。 

今回の講習会は小学校の算数の総復習ですが、それを通じて中学「数学」に必要

な思考力をきたえて、自信を与えます。 

理科の小学４年から６年で学習する内容には、中学校の基礎となるところがたくさんもりこまれています。冬期

講習会では、その中でも特に重要な内容を中心に授業を進めていきます。 

第1講座『ヒトのからだ』では、みなさん（ヒト）が行っている｢呼
こ

吸
きゅう

｣｢消化｣などのはたらき

について、第２講座『大地のようす・水よう液の性質』では、｢地
ち

層
そ う

のでき方｣や｢地層からわ

かること｣､｢さまざまな水よう液｣について、第３講座では｢てこをつり合わせるためにはどうし

たらいいのか｣や｢さまざまな形の月がいつごろ、どの方角に見えるのか｣をわかりやすく指

導します。差がつく単元を｢わかる｣から｢できる｣に引き上げます！この冬、中学理科の土

台をつくって、中学生になったら理科を得意科目にしましょう！ 



「文章の読みとり方」を基本から 
わかりやすく指導! 

 

第1講座 第2講座 

古典の読解 長文の読解 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 

正負の数 

文字と式 
1次方程式 比例と反比例 平面図形 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 

動詞 
名詞 

人称代名詞 
疑問詞 

命令文 

can 

現在進行形 

選択A講座 選択B講座 選択C講座 選択Ｄ講座 選択Ｅ講座 選択Ｆ講座 

縄文時代 

～平安時代 

アジア・ 

アフリカ 

ヨーロッパ・ 

北アメリカ 

平安時代 

～鎌倉時代 

人々の生活と環境・

世界から見た日本 
南北朝の動乱 

～室町時代 

※選択講座はA～Ｆの講座の中から3講座選択。

第1講座 選択A講座 選択B講座 選択C講座 選択D講座 

植物・動物の

分類 
光の性質 

音の性質 

力のはたらき 
火山と火成岩 地層 

※選択講座はA～Dの講座の中から2講座選択。 

この冬、自分にあった中学生としての 
「勉強法」を確立！ 

中学1年の後半は内申・学力ともに土台を固める重要な時期で

す。今、大切なことは、自分自身にあった中学生としての勉強方法を

しっかりと身につけることです。日々の家庭学習での予習や復習を

テキパキとすすめていくことができているかどうか。また、定期テスト

の2週間前、3週間前からテスト勉強を迷わずにすすめていけるよう

になっているか。これらが大きな差をつくっていきます。 

練成会ではこの冬、1学期、2学期の総復習を通じて5科目の効果

的な勉強方法を確認していきます。勉強方法がしっかりと身につけ

ば、勉強に自信がつき、そしてどんどん勉強が楽しくなります。 

冬期講習会20202021 

正しい「文章の読み方」や「問題の考え方」、そして「問題の解き方」を

身につけ、問題演習を積み重ねることで、国語の力は伸びていきます。特

にその中でも「問題の解き方」のパターンを文種別に理解することで、国

語の力はさらなる飛
ひ

躍
や く

につながります。 

第一講座の「古典の読解」では、古文のルールを学びながら、文章

内容を把握できる力を身につけ、古文が得意 

になるように指導します。第二講座では、「正し

い文章の読み方」や様々なパターンの「問題

の解き方」をわかりやすく指導し、「読解力」と

「表現力」を強化します。 

「文章を読む楽しさ」や「問題を解く楽しさ」

を体験しながら、この冬、国語の実力アップを

目指しましょう。 

皆さんは、応用問題が解けたとき「うれしかった！」という経験を持ってい

るのではないでしょうか？もともと、『わかる』や『できる』ということは、わくわく

する楽しいことなのです。ただ、そのためには基礎をしっかり身につけること

が大切です。そこで、講習会では計算を「速く・正確に」解くコツを徹底指導

します。そのうえで、苦手意識を持ちやすい方程式の応用問題をわかりや

すく解説します。また、比例・反比例の基本事項を確認し、グラフの交点や

図形の面積など、今後の学力テストや入試

に出題されるレベルの問題を解ける力をつ

けていきます。 

この冬、数学の「理解力」を深めるととも

に、『できる』喜びを一緒に味わいましょう。

基礎力・応用力の充実で、皆さんの実力を

さらに伸ばします。 

中学校に入学してから半年以上が過ぎ、地理も歴史も覚えなければいけ

ないことが増えてきました。皆さんのなかには、覚えなければいけないこと

が多すぎて、社会に苦手意識を持ち始めた人もいるのではないでしょうか。

しかし、｢覚えなければいけないこと＝重要ポイント｣がはっきりしている社会

は、これをしっかりと覚えることで、確実にテストの点数が上がり、めきめきと

実力がつく科目なのです。 

講習会では、各講座の｢重要ポイント｣をわかり

やすい授業で説明し、テキスト内のサブノートにま

とめます。さらに授業の最後には、｢重要ポイント｣

の定着をテキスト内の問題演習で確認します。 

この冬、地理と歴史の｢重要ポイント｣を覚え、さ

らには将来の入試に通用する｢幅広い知識｣を身

につけ、社会の実力アップを目指しましょう！ 

問題を解くコツ､差がつく知識を 
身につけて得点力アップ! 

中学生になってみなさんは植物と動物について学習しました。植物と動物

の分類は比較的苦手意識を持つ人は少ない単元ですが、テストにおいては

得点のとりこぼしが多く見られます。その原因として教科書の太字の重要語

句を覚える程度の勉強で満足している、ということもあるのではないでしょう

か。｢植物の分類名｣は覚えていても「スズメノカタビラ」など具体的な植物が

どのなかまに分類できるのかを聞かれると困ってしまいます。 

理科の得点力を高めるための学習にはコ

ツがあります。講習会の授業では、植物の単

元に限らず各単元の基本的な知識を確認す

ることはもちろんのこと、身につけると差がつく

知識や問題の解き方を指導します。まわりの

みんなができない問題をスラスラと解いて、

もっともっと理科を好きになろう！ 

簡単だと思っていた英語もだんだん難しくなってきました。なぜなら少な 

かった単語もどんどん数が増え、英文法も次から次と新しいルールがでて

きて次第に複雑になってきたからです。しかしこれを覚えなければ英文を

正しく理解できず、テストで得点するために必要な｢正しい英文を書く力｣

を身につけることもできません。中１後半の学習内容は中２・中３の基礎を

作るものです。そこで、この冬はテキスト巻末の｢必修単語８０｣を、そして 

｢重要構文２０｣をそれぞれ集中して覚えてい

きます。また、講習会授業では教科書でバラ

バラにでてくる文法内容を１回１回の授業でわ

かりやすく単元ごとにまとめながら指導してい

きます。仕上げはテキストで文法の基本から

応用までの問題演習を行います。そして、確

実に皆さんの英語力を高めていきます。 
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基本と応用の充実! 
そして、ほんものの実力を伸ばす! 

地理と歴史の「重要ポイント」を 
覚え、実力アップを目指す冬！ 

英語の基礎は中１にあり! 必修単語、 
重要構文のマスターで英語力アップ! 



地理と歴史の総復習で 
入試の６割を完全征服!! 

 

第1講座 第2講座 

古典の読解 長文の読解 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 

数と式 
資料の活用 
空間図形 

１次方程式 

連立方程式 

比例と反比例 

１次関数 

角 

合同の証明 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 

動詞 
未来形 
助動詞 

不定詞 

動名詞 

文型 

接続詞 

選択A講座 選択Ｂ講座 選択Ｃ講座 選択Ｄ講座 選択Ｅ講座 選択Ｆ講座 

飛鳥時代 

～室町時代 

安土桃山時代 

～江戸時代 

近代ヨーロッパ 

～江戸幕府の滅亡 

九州地方、 

北海道地方 

中国・四国地方、近

畿地方、中部地方 
世界と日本の

自然、地形図 

※選択講座はA～Ｆの講座の中から3講座選択。

第1講座 選択A講座 選択B講座 選択C講座 

動物の世界 化学変化 電流 天気の変化 

※選択講座はA～Ｃの講座の中から2講座選択。 

「問題の解き方」を完全伝授。 
この冬、国語が得意になる! 

志望校を決め、合格に向けた 
第一歩を踏みだそう！！ 

中学2年生の冬は、皆さんにとってとても重要な時期と言えます。
なぜなら、中学校における学習のなかで、中2の後半内容は急激に
難しくなり、また入試での重要単元が各科目で集中しているからで
す。そのため、この冬に中2の学習内容を中心に、今までの総復習を
行い、苦手な単元や弱点分野を補強することができれば、3年生で
の受験勉強にも余裕が生まれることになるのです。 

冬期講習会では、中3になってからの本格的な受験勉強の土台作
りが目標です。受験勉強とは中1・2の復習であり、中学校生活も折
り返し地点を過ぎた中2の冬こそ、志望校を決め、合格に向けた努力
を始める時です。練成会ではこの冬の総復習を通じて、皆さんの志
望校合格に必要な学力と心を鍛えます。 

冬期講習会20202021 

この冬は、様々な文種の｢問題の解き方｣を確実なものとし、さらに２学

期に学習した｢古典｣の勉強法を身につけることが目標です。 

古典では、仮名遣いや助詞・助動詞の意味・用法などの｢古文のルール｣

を、問題演習と解説を通じて総復習し、古典読解の基礎を強化します。

また、文学的文章や説明的文章では、指示語や記

号選択問題の考え方をはじめ、空欄補充や記述問

題など、難度が高く得点差のつきやすい問題をわ

かりやすく指導します。さらに全国の入試問題を使

いながら｢漢字・語句・文法｣という｢語
ご

彙
い

力｣も高め

ます。 

いよいよ来年は受験生。国語は｢何となくわかる

科目｣｢何となくできる科目｣ではなく、｢はっきりとわ

かり得点できる科目｣という自信を持てるように指導

します。 

1次関数・図形の証明の手ごたえはどうですか？どちらの単元も公立高

校入試では必ず出題されます。また、得点差がつく単元です。数学で高得

点をめざすためには、中２の今のうちにこれらの単元の解法をマスターして

おく必要があります。この冬は、基礎をしっかり固めた上で、さらに応用力を

鍛え上げる時期です。関数・図形に関する問題演習を通じて、効率よく計

算する力、順序よく考える力を伸ばすことが講

習会の目標です。 

講習会の授業では、1年生内容とテストで差

がつく関数・図形領域を中心に総復習をしま

す。すべての単元の知識を整理し、それらを

「どのように使って問題を解くのか」を伝授しま

す。そして、数学が得意になるように、わかりや

すく指導します。 

いよいよ来年は受験生！中２の皆さんは、１２月の段階で入試に出され

る範囲のおよそ６割を勉強したことになります。 

ところで、社会の入試問題で得点差のつきやすい問題は何だと思いま

すか？それは、歴史上の出来事を年代順に並べる、日本と世界の同時

期の出来事を問うなど、年代に関する問題です。実際に公立高校入試で 

も正答率が３０％以下となることもあるので

すが、年代をしっかり覚えると得点差のつき

やすいこの問題が、逆に得点源に変身す

るのです。 

この冬は、これまでに習った地理・歴史

の重要ポイントの総復習とともに重要年代

を暗記し、入試で高得点を取るための土

台をつくります。 

中２内容を究めよ! それが、 
今後の得点アップにつながる! 

公立高校入試の理科の得点は、中２内容が理解できたかどうかで大きく左

右されます。中でも｢化学変化｣｢電流｣｢天気の変化｣は苦手とする人が多く、

この克服こそが来年の入試で大きな差となって現れます。そのため講習会の

授業においては、化学変化の質量、電流回路、湿度のそれぞれの計算問題

を解くコツを伝えます。 

この冬は、じっくりと時間をかけて勉強するチャンスです。このチャンスを活 

かして、｢苦手な理科｣を｢得意な理科｣へ、

また｢得意な理科｣を｢さらに得意な理科｣へ

と変えていきましょう。冬期テキストは、要点

のまとめから基本的な問題、そして応用問

題と君の力を高めていきます。問題を数多く

解き、受験勉強の土台づくりとともに、２月学

力テストに向けて力をつけていきましょう。 

入試は中２内容からの出題が最も多いことを知っていますか。この冬は

入試必出の文法に重点を置いて単語、文法、英作文の三つの面から鍛

えます。特に、英語が不得意な人はテキストの巻末で動詞を中心とした

「必修単語１６０」を、そして「重要構文２０」を確実に覚えてください。「確認

テスト」で単語と英作文の定着度を確認します。単語と重要構文を覚える

ことが英語の実力を確実に上げてくれ

ます。そして、テキストで文法の基本か

ら応用までの問題演習を行い実力をつ

けていきます。 

教科書だけの勉強では得られない、

英語の総合的な学力を身につけ、一

足早く入試準備に取りかかることがこの

冬の目標です。 
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関数・図形を制するものは、 
受験を制す! 

英語は中２で差がつく! 単語・文法・ 
英作文を鍛え、総合力を伸ばす! 

宗教改⾰ 



 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 

古典 文学的文章 説明的文章 
語句事項 

長文記述 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 第5講座 第6講座 

数と式 
資料の 
ちらばり 
確率 

関数と 

グラフ 
図形（１） 図形（２） 図形（３） 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 第5講座 第6講座 

動詞・未来形 

助動詞 

比較 

受動態 
現在完了 

不定詞 

動名詞 

関係代名詞 

分詞 

間接疑問文 

接続詞・文型 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 

地学 
（大地・天気・天体） 

物理 
（光・音・力・電流・運動） 

化学 
（物質の変化，化学変化） 

生物 
（植物・動物・細胞・生殖） 

第1講座 第2講座 第3講座 第4講座 

世界と日本の 

諸地域 

縄文～ 

江戸時代 

明治～現代の 

世界と日本 
政治のしくみ 

入試への実戦力を高め、各分野 
の得点をさらに伸ばします!! 

確固たる目標と、実戦的で 
きめ細かな学習が合格へ導く！！ 

受験生にとっての冬休みは、しっかりゴールを見据え、ラストスパートをかける時

です。つまり『志望校合格』は、この中学校最後の冬休みをいかに効率よく、計画的

に、しかも集中力を持って過ごすかにかかっています。そのためには、科目ごとの

『弱点克服』や、総合点で『合格圏への挑戦』など、確固たる目標を持たなくてはな

りません。そして合格ライン突破への総仕上げとして、知識のまとめ直しを行い、

入試形式の問題演習で応用力を高め、さらにミスしやすい所をていねいに押える

など、実戦的かつきめ細かな学習が大切になります。 

残された時間は、受験生全員に平等で、しかも限られたものです。1分1秒もム

ダにしないという心構えが必要です。来春の栄冠をつかむかどうかは『いかに全

力でこの冬を戦うか』で決まります。自分の目標と計画をもって、真剣に向かった

者が合格をつかむのです。 

20202021冬期講習会

ここ数年の公立高校入試は、「漢字・語句・文法」などをはじめとした「定着

した知識を活かす問題」や「記述問題」の出題割合が高くなっています。今

年度も「知識分野」と「記述問題」だけで標準問題・裁量問題ともに５割以上

の配点がありました。これらの問題を解く土台となる「読解力」と「語彙力」を

身につけることを最優先とし、段落構成など総合的な国語力をつけることが

不可欠です。 

冬期講習会では、テキストと副教材を使いながら，「読解

力」・「表現力」・｢インタビュー｣・「語彙力」をさらに伸ばし、入

試での得点力を高める指導をおこないます。また学校裁量

問題に対しては、長文記述問題の充実した解説を通じて、柔

軟で論理的な思考力を伸ばします。 

受験生のみなさん、この冬の努力が確実に国語の得点へ

と結びつきます。一緒に頑張りましょう。 

公立高校の入試の数学では、各単元の基本問題から関数や図形の応

用問題、さらに、複数の単元の知識を利用する融合問題まで幅広く出題

されます。 

講習会授業では、各単元の基本事項を「入試必修問題」で，また，関

数，図形を中心とする得点差のつきやすい問題を「入試標準問題」で解

説します。公立高校の入試問題にそった出題形式の問題を解くことで、実

戦力を養います。 

また、学校裁量問題対策として、ここ数年の

傾向を反映した｢入試発展問題｣で思考力を

鍛え、安心して受験に臨めるようにしています。

この冬は、最後の総復習です。入試傾向にあ

わせた指導で、数学の得点力を強化します。 

「略地図内の４つの都市の気候グラフをそれぞれ選ぶ」、「日本町の「う

ち、山田長政が指導者として活躍したアユタヤの位置を略地図から選

ぶ」、これは今年の公立高校入試で出された問題です。そしてこのような

形式の問題は毎年よく出されています。 

講習会では、来年出題が予想される問題を紹介することに加えて、

“地理の位置と資料に関する問題、同時期の出来事を選択する問題、歴

史で重要な出来事がおきた場所に関する問題”のような入試によく出る、

得点差のつきやすい問題の解説を通して、 

得点するためのポイントをバッチリ指導します。 

社会は最後の２か月で大幅な得点アップが可

能な科目。この冬、入試に必要な知識を確実に

定着させ、自信をもって入試本番を迎えられるよ

うにしましょう！ 

入試と同じ実験が複雑な問題を解き、 
読解力養成! 合格は理科で決める! 

公立高校入試を解いてみましたか。問題文が長い、説明が難しい、実

験が複雑、文章記述問題が多い、学力テストとは全く別物の手ごわいテ

ストだと実感できるはずです。この差に気づいて、入試までの残り２か月間

を、真剣に取り組んだ人だけが理科で高得点を取れるのです。 

この冬、合格を勝ち取るテキストには、①入試の得点源である重要語

句や図を各講座の一問一答の確認問題１００問（合計４００問）で完全に網

羅、②入試で得点差となる「文章記述問題」は、

『記述式１００題』で克服、③長い問題文の解き方

のコツを教えるために、授業で演習する問題は、

入試と同形式で皆さんの読解力を鍛えます。 

入試までの勉強は、この1冊で充分。入試を熟

知したテキストと授業が、驚くほどの理科の成績の

伸びと自信を与えてくれます。 
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関数・図形・融合問題の攻略で 
得点力パワーアップ! 

社会はまだまだ得点が伸びる。 
位置や年代など、差のつく問題を徹底強化！ 

読解力と作文力を中心に 
英語の総合力を鍛えます! 

公立高校入試はリスニング問題と長文が出題の中心となり、どちらも英

文が理解できなければ解けない内容把握の問題が大半を占めていま

す。学校裁量問題では５００語前後の長文や２０語を超える英作文が出題

され、さらに高い読解力と表現力が求められています。そこでこの冬は長

文が確実に理解でき、表現力を重視した出題にも対応できる力をつける

ため、次の３つの面から鍛えていきます。第一に

は「必修単語３００」で単語力をアップ！第二には

「重要構文５０」で英作文力を強化！第三にはテ

キスト演習で文法を確認！そして総仕上げとし

てリスニング問題と長文問題で実戦力をつける

ための総合演習をします。またその長文問題で

は学校裁量予想問題にチャレンジし、新傾向の

出題にも備えます。 
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