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保護者各位                                 ｅｎａﾜｼﾝﾄﾝDC 

                                      校長 水井 拓 

 

冬期講習会のお誘い 

 

朝晩が涼しくなってきた今日この頃、保護者の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し

上げます。 

受験学年の生徒たちにとっては「いよいよの時期」となりました。また非受験学年の生徒たちの中には、

早くも受験を意識し始めた生徒が見られるようになりました。明日の栄冠を勝ち取るため、又自らの努力

目標を達成するため、生徒たちは日々精進しております。集中して授業の受けられる冬期講習会は、そん

な子供たちにとって次に繋がる絶好の跳躍台となるでしょう。 

今講習会の学習内容は、他の講習会と同様に模擬試験（学判・合判）の出題範囲にあたります。小５と

小６の受験科在籍の生徒、および全中学生に対しては模擬試験カリキュラム上「必須受講」となっていま

す。今までの先輩たちもこのペースを守って頑張ってきました。お子さまが彼らに続けるように、我々ス

タッフ一同も精一杯熱誠指導に全力を尽くす所存でおります。是非、参加いただけますようお願い申しあ

げます。各季節講習同様、１科目からのお申し込みもできますし、１日単位でのお申し込みも可能です。 

別紙冬期講習会登録書を、１１月２９日（土）までにワシントンＤＣ校の職員室までご提出下さい。費

用に関しましては通常の授業料と同様、後日インボイスを送らせていただきます。また、書類上の関係か

ら本講習を受講されない方も書類の提出をお願いいたします。 

講習会についてのご質問・ご相談等ございましたら、平日午後２時以降、校長までどうぞ。 

 

記 

 

受験生特別講習：１２月２３日（火）～１２月３０日（火）の連続８日間 

非受験生冬期講習：１２月２５日（木）～１２月３０日（火）の連続６日間 

対象学年：小１から中３（この間すべてのコースの通常授業はありません） 

履修内容：基本的に後期の復習。ただし小６と中３は入試直前講習として実施。 

実施時間帯：「冬期講習会時間割一覧」を参照してください 

 

 

※ １月の通常授業は１月２日（金）からとなります。 

１２月３１日（水）と１月１日（木）は休校となります。ご注意下さい。 

また、本年度の通常授業は１月２９日（木）が最終授業日となります。（但し補講授業があった場合を除く） 

２０１５年度は２月１０日（火）からの予定です。 

新年度のお誘いは近日中に配布いたします。今暫くお待ち下さい。 

また毎週日曜日に新年度説明会を実施しております。ご近所の方で塾に興味がおありの方がいらっしゃいましたらご紹介下さい。 
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冬期講習会 要項 
 

お申し込みは１教科単位、１日単位で受け付けております。例えば特定の科目だけを３日間だけという

ような履修も可能です。また、該当学年以外の履修も可能です。例えば中１生であっても、カリキュラム

を見て１日だけ興味のある中２授業を受けることも可能です。（但し受験学年を除く。また、必ず予め校

長までご相談下さい。） 

まず、カリキュラム・シラバスをご覧下さい。１授業はどの授業も５０分間です。次に申込書をご覧下

さい。ここで、履修をご希望の授業に○を付けてください。最後に１日の授業時間と参加日数を掛け合わ

せて、合計授業分数を出してください。それを以下の対応表にて、講習費用を求めて下さい。 

 

 

５０分 $27.50 ６５０分 $357.50 １２５０分 $687.50 １８５０分 $1017.50 

１００分 $55.00 ７００分 $385.00 １３００分 $715.00 １９００分 $1045.00 

１５０分 $82.50 ７５０分 $412.50 １３５０分 $742.50 １９５０分 $1072.50 

２００分 $110.00 ８００分 $440.00 １４００分 $770.00 ２０００分 $1100.00 

２５０分 $137.50 ８５０分 $467.50 １４５０分 $797.50 ２０５０分 $1127.50 

３００分 $165.00 ９００分 $495.00 １５００分 $825.00 ２１００分 $1155.00 

３５０分 $192.50 ９５０分 $522.50 １５５０分 $852.50 ２１５０分 $1182.50 

４００分 $220.00 １０００分 $550.00 １６００分 $880.00 ２２００分 $1210.00 

４５０分 $247.50 １０５０分 $577.50 １６５０分 $907.50 ２２５０分 $1237.50 

５００分 $275.00 １１００分 $605.00 １７００分 $935.00 ２３００分 $1265.00 

５５０分 $302.50 １１５０分 $632.50 １７５０分 $962.50 ２３５０分 $1292.50 

６００分 $330.00 １２００分 $660.00 １８００分 $990.00 ２４００分 $1320.00 

 

算出例  小４算数だけ受講 50 分×5 日間＝2 ５ 0 分＝$137.50 

     小６生２科目と演習＝（算５０分＋国５０分＋演習５０分）×５日間＝７５０分＝$412.50 

     中３生３科目と演習＝（英数国１５０分＋演習５０分）×５日間＝１０００分＝$550.00 

  

   ※ 尚、上記料金に講習諸費（教材コピー費など）として１０ドルが加算されます。 

   ※ 講習生の場合、登録費として３０ドルが加算されます。 

   ※ 上記対応表にない受講コマ数になった場合など、お気軽にお問い合せ下さい。 

 

＜注意事項・主に非受験学年＞ 

○ 個別授業専用の講習はありません。講習期間においては全ての通常授業はございませんの 

で、講習を受講されない場合は冬期休暇となります。 

○ 学年を越えた履修など、上記以外の料金は校長までお問い合わせ下さい。 



 

3 

冬期講習会時間割一覧  

小６＆中３ １２月２３日～１２月３０日の連続８日間 

小６＆中３以外 １２月２５日～１２月３０日の連続６日間 

 

教室番号 第１教室 第２教室 第３教室 

０９：５５～ 

１０：４５ 

小１国語・仁井田  小２算数・水井 

１０：５０～ 

１１：４０ 

小１算数・水井  小２国語・仁井田 

１１：４５～ 

１２：３５ 

小３国語・仁井田  小４算数・水井 

１２：４０～ 

１３：３０ 

小３算数・水井  小４国語・仁井田 

１３：３５～ 

１４：２５ 

小６国語・仁井田  中３数学・水井 

１４：３０～ 

１５：２０ 

小６算数・水井  中３国語・仁井田 

１５：２５～ 

１６：１５ 

中１国語・仁井田 小６演習・国語 中３英語・水井 

１６：２０～ 

１７：１０ 

中１数学・水井 中３演習・国語 

小６演習・算数 

小５国語・仁井田 

１７：１５～ 

１８：０５ 

中１＆中２英語・仁井田 中３演習・数学 

小６演習・英語 

小５算数・水井 

１８：１０～ 

１９：００ 

中２国語・仁井田 中３演習・英語 

小６演習・英語 

 

１９：０５～ 

１９：５５ 

中２数学・水井   

 

＜＜＜ご注意ください＞＞＞ 

12 月１４日（日）には小４と小５のアタックテスト、小６帰国模試があります。 

１２月２０日（土）は年内通常授業最終授業日です。講習期間中は個別を含め通常授業はありません。 

１２月２１日（日）は小３と中学生の模擬試験があります。 

1 ２月３１日（水）と１月１日（木）は年末年始休校です。授業はありません。 

1 月の通常授業は、２日（金）から再開します。 

２０１４年度の最終授業は１月２９日（木）です。２０１５年度の開始は２月１０日（火）です。 
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冬期講習会 各学年・各教科 授業内容一覧 

 
小１ 

算数 たしざん（１００までのかず） ひきざん（１００までのかず） 

たすのかな？ひくのかな？（文章題） ながさ・かさ・ひろさ いろいろなかたち 

そうごうもんだい ※１００マス計算やクイズ的な問題も必要に応じてあつかっていきます。 

  国語 ことばの意味とはたらき つなぎことば こそあどことば ことばづかい 文のくみたて 

ふごうのつかいかた そうごうもんだい ※少しずつ文章の読み取り訓練も行っていきます。 

小２ 

算数 たし算＆ひき算のまとめ かけ算 わり算 はこの形 文章問題特訓 小３への準備講座 

  国語 かんじ＆ことばの学習 ことばあそび＆文の作り方と書き方 お話「しろい三日月のつめ」  

詩「たかしくん」 お話「リボンをつけて」 まとめ 

小３ 

算数 計算事項のまとめ 小数の話 分数の話 単位のまとめ 小３のまとめ 

  国語 「アフリカのたいこ」 「てぶくろをかいに」 「でかせぎカラス」 「ぼくたちのあいさつ」 

詩「びょうき」 まとめ 

小４ 

算数 計算事項のまとめ 線分図に整理する問題 三角形 植木算 四角形 小５準備講座 

  国語 段落の関係をつかむ 筆者の意見をつかむ 形式と表現を読みとる 細部を丁寧に読みとる 

キーワードをつかむ 全体主旨を読みとる まとめ 

小５ 

算数 差集算と売買算 濃さと旅人算 場合の数と相当算 体積と通過算 時計算 まとめ 

国語 話の『構造性』を読みとる 『表現法』による違いについて 複雑な事情を読みとる まとめ 

小６（直前講習） 

  算数 数に関する問題 割合と比の問題 和と差の文章題 割合の文章題 速さの文章題 

図形の諸問題 総合問題 面接の練習 

国語 文章の正しい読み取り方 細かな表現の違いに注意する 社会問題を扱った説明文 総合問題 

中１ 

数学 通常授業の復習を半分と、中２内容先取りの続きを 

  国語 文化論の基礎知識 細部の読み取り方 文化論の応用問題 社会論の基礎知識 言語論の基礎

知識 エッセイを読む 総合 

  英語 １回完結型の総合問題（レベルは参加者による・中２と合同） 

中２ 

数学 通常授業の復習を半分と中３内容先取りの続きを 

国語 論説文での話題の読み取り方 細部の読み取り方 対立構造の捉え方 常識から解く問題 

 抽象的な文章の読解 随筆文の捉え方 総合 

英語 １回完結型の総合問題（レベルは参加者による・中１と合同） 
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中３（直前講習） 

数学 １回完結型の総合問題レベルＣ（難関校入試対策問題＋高校数学の基礎） 

国語 難易度の高い選択問題に対する演習解説 及び 記述作文対策 

英語 １回完結型の総合問題（レベルは参加者による） 

   

※ 参加者によるクラスレベルにより、シラバスや進度が一部変更になる可能性もございます。 

あらかじめご了承下さい。 

 

※ カリキュラムの他に必要に応じて「計算練習」や「漢字練習」など追加していきます。 

 

※ 小６・中３の授業においては毎日の演習（テスト）があります。夏期講習の時と同じように、テスト

に慣れること（例えば時間配分や解きやすい問題から手をつけるなど）を目標として実施します。一

部の科目で講習授業にて解説授業をします。費用は何教科の演習を受けても５０分に相当する授業料

しか頂きません。 

 


