
2014年度


enaニューヨーク　冬期講習会

!

DECEMBER - JANUARY 

!
■記■ 

1.　冬期講習会期間中、平常授業は行いません。 
2.　科目数、参加日数を変更することができます。申込用紙にお書き下さい。 
3.　担当講師変更の可能性がございます。あらかじめご了承下さい。 
4.　お申し込み後の日程・科目変更、キャンセルによるご返金はお受け致しかねます。 
5.　講習会前後の12月22日（月）及び1月1日（木）は休校日です。 
6.　講習会終了後、通常授業は1月2日（金）から開講です。 
7.　講習会期間中、無料体験授業の受講はできません。あらかじめご了承下さい。 
8.　日本人学校がある12月23日は小6一般、中3コースのスケジュールが変則的となりますので、ご注意下さい。 !

■お申し込み・お支払い方法■ 
・申込用紙を12月19日（金）までにご提出下さい。 
・学内生の方は、お申し込み後、こちらからインボイスをお送り致します。 
・学外生の方は、申込用紙と一緒に講習料をチェックで「ena」宛にお支払い下さい。 
　なお学外生の方は、別途登録料$30が加わります。 !

!

日 月 火 水 木 金 土

12/21 22 23 24 25 26 27

中1～3学判 休校 講習1 講習2 休校 講習3 講習4

28 29 30 31 1/1 2 3

講習5 講習6 講習7 講習8 休校 通常授業開始

お問い合わせ

新ハリソン教室
450 Mamaroneck Avenue, 4th Floor, Harrison, NY 10528

TEL　914-777-1900 ena-gw@msn.com

スカースデール教室
747 White Plains Road, Scarsdale, NY 10583

TEL　914-725-6466 ena-ny@msn.com

ハリソン教室
349 Halstead Avenue, Harrison, NY 10528

TEL　914-835-4444

グリニッジ・バス管理本部
280 Railroad Avenue, Greenwich, CT 06830

TEL　203-869-0662 enausa@msn.com



■小学3年生　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.） 
12月26・27・29・30日（12月28日はお休み）（全4日間） 

■国語（酒井）■　ボリュームのある文章題をこなします。また、４日間かけて完成度の高い作文を書きます。 
■算数（酒井）■　計算のきまりをしっかり覚え、小数や分数、異なった単位の計算力をつけましょう。 

!
■小学4年生　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.） 
12月26日～12月30日（全5日間） 
■算数（谷口）■　後期の総復習。うろ覚えの部分を重点的に。 
■国語（渡辺）■　小4学習事項の総まとめになります。 

!
■小学5年生　帰国枠中学受験コース　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.） 
12月26日～12月30日（全5日間） 
■国語（渡辺）■　基本を充実させ、来年に備えます。 
■算数（谷口）■　とにかく比に強くなる。図形にも文章題にも使えるように。 

!
■小学5年生　一般枠中学受験コース　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.） 
12月26日～12月30日（全5日間） 
■国語（岡野）■　来年はいよいよ受験生。受験国語にどう取り組めば良いのかを知る5日間です。 
■算数（梅谷）■　新小６、受験算数に向かうための小5の総復習。 

!
!
!
!
!
!

科目と時間割 費用

国語　13:00 - 14:20 
算数　14:30 - 15:50

講習費　$352（160分×4日の場合） 
諸費　　$10　　

科目と時間割 費用

算数　  9:30 - 10:50 
国語　11:00 - 12:20

講習費　$440（160分×5日の場合） 
諸費　　$10

科目と時間割 費用

国語　  9:30 - 10:50 
算数　11:00 - 12:20

講習費　$440（160分×5日の場合） 
諸費　　$10

科目と時間割 費用

国語　  9:30 - 10:50 
算数　11:00 - 12:20

講習費　$440（160分×5日の場合） 
諸費　　$10

外は寒いけど

enaは

熱いらしい。



■小学6年生　帰国枠中学受験コース　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.）　 
12月23日～12月31日（12月25日はお休み）（全8日間） 

■英語（川波）■　怒濤の過去問演習で総仕上げ。 
■国語（渡辺）■　演習解説＋漢字、語句の整理を行います。 
■算数（谷口）■　演習解説＋帰国枠中学受験算数の必須ポイントを丁寧に説明します。 
■　　演習　　■　帰国枠受験レベルの過去問を演習として用います。 
　　　　　　　　　演習をもとに授業も行いますので、必ず受けましょう！ 

!
■小学6年生　一般枠中学受験コース　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.） 
12月23日～12月31日（12月25日はお休み）（全8日間） 

■国語（岡野）■　合格に向けて、最後の総仕上げです。 
■算数（梅谷）■　志望校合格のための、入試直前対策。 
■社会（渡辺）■　時事問題を含めた、入試直前対策。 
■理科（梅谷）■　志望校合格のための、入試直前対策。 
■　　演習　　■　一般枠受験レベルの過去問を演習として用います。 
　　　　　　　　　演習をもとに授業も行いますので、必ず受けましょう！ 
12月23日 

!
12月24・26～31日 

!!!!!!!

科目と時間割 費用

英語　        9:30 - 11:30 
国語演習　13:00 - 13:50 
算数演習　13:50 - 14:40 
算数         14:50 - 16:30 
国語         16:40 - 18:20

講習費　$1408（320分×8日の場合） 
諸費　　$10

科目と時間割 費用

国語         16:40 - 18:40 
算数         18:50 - 20:50

講習費　$132（240分×1日の場合）

科目と時間割 費用

理科           9:30 - 10:50 
国語演習　13:00 - 13:50 
算数演習　13:50 - 14:40 
国語         14:50 - 16:30 
算数         16:40 - 18:20 
社会         18:30 - 19:50

講習費　$1386（4科360分×7日の場合） 
　　　　$770  （2科200分×7日の場合） 
諸費　　$10

enaでサンタが待って
いるらしい。



■中学1年生　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.）  
12月26日～12月30日（全5日間） 
■国語（渡辺）■　小説を中心に、漢字等の基本を確認します。 
■数学（谷口）■　中1内容総まとめ＆中2の計算をちょっと先取り。 

!
■中学2年生　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.）  
12月26日～12月30日（全5日間） 

■国語（岡野）■　現代文法を仕上げ、古典文法につなげていきます。 
■数学（梅谷）■　中2の総復習。とくに平面図形（合同・相似）、確率。 

!
■中学3年生　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.）  
12月23日～12月31日（12月25日はお休み）（全8日間） 

■英語（川波）■　演習解説を中心に最後のポイントを押さえます。 
■数学（梅谷）■　志望校合格のための、入試直前対策。 
■国語（岡野）■　合格に向けて、最後の総仕上げです。 
■面接（岡野）■　「これだけやっておけば安心」と思えるまで話してもらいます。学芸対策も！ 
■　　演習　　■　ただ演習をさせるだけではありません。これをもとに授業を行いますので、必ず受けましょう！ !
12月23日 

12月24・26～31日 

!
■英検1級講座（川波）　新ハリソン教室（Mamaroneck Ave.）  
12月26日～12月30日（全5日間）　（1月の英検に向けての対策講座） 

科目と時間割 費用

数学　　　13:00 - 14:40 
国語　　　14:50 - 16:30

講習費　$550（200分×5日の場合） 
諸費　　$10

科目と時間割 費用

国語　　　13:00 - 14:40 
数学　　　14:50 - 16:30

講習費　$550（200分×5日の場合） 
諸費　　$10

科目と時間割 費用

数学         16:40 - 18:40 
国語         18:50 - 20:50

講習費　$132（240分×1日の場合）

科目と時間割 費用

数学演習　  　　　9:30 - 10:20 
英語演習　　　　10:30 - 11:20 
英語　　　　　　11:40 - 12:30 
数学　　　　　　13:00 - 14:40 
国語演習＋自習　14:50 - 16:30 
国語　　　　　　16:40 - 18:20 
面接練習　　　　18:30 - 19:20

講習費　$1155（300分×7日の場合） 
諸費　　$10

科目と時間割 費用

英検1級         18:30 - 19:50 講習費　$220（80分×5日の場合） 
諸費　　$10


