
201８年度 後期時間割 
学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業分数／週 

小４ 

国語 月曜日 １７：００～１８：３０ ９０分 

算数 木曜日 １７：００～１８：３０ ９０分 

受験英語 日曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分 

小５ 

国語 水曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

算数 金曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

受験英語（標準） 日曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分 

受験英語（上級） 土曜日 １６：３０～１８：００ ９０分 

小６ 

国語（平日） 金曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

算数（平日） 水曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

特訓国語 土曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

特訓算数（標準） 土曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分 

特訓算数（基礎） 土曜日 １６：３０～１８：００ ９０分 

ハイレベル算数（聖光・海城） 土曜日 １６：３０～１８：２０ ９０分扱い 

日本語作文・日本語面接 金曜日 １９：３０～２０：３０ ６０分（条件付き無料） 

日本語作文・日本語面接 日曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分（条件付き無料） 

英語総合 土曜日 ９：３０～１１：００ ９０分 

英語エッセイ 土曜日 １１：１０～１２：４０ ９０分 

特訓英語 木曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

English Workshop 木曜日 １９：３０～２０：３０ ６０分（条件付き無料） 

広尾英語 木曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

渋渋・渋幕英語総合 土曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分 

渋渋・渋幕英語エッセイ 土曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

中１ 数学（中高一貫：ena 卒生） 日曜日 １６：３０～１８：１０ ６０分扱い 

中１・２ ELC７th&８th（英語） 日曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

中２ 
国語 月曜日 １９：３０～２１：１５ １００分 

数学 木曜日 １９：３０～２１：１５ １００分 

中３ 

国語 金曜日 １９：３０～２１：１５ １００分 

数学 月曜日 １８：３０～２１：１５ １００分扱い 

特訓国語 土曜日 １６：４０～１８：２０ １００分 

特訓数学 土曜日 １４：５０～１６：３０ １００分 

英語  水曜日 １９：３０～２１：１５ １００分（条件付き無料） 

特訓英語 日曜日 １６：３０～１８：１０ １００分 

Grammar ＆ Writing 土曜日 １３：００～１４：４０ １００分 

渋幕・SFC 英語 日曜日 １６：３０～１８：１０ １００分 

全学年 

英検２級 水曜日 １７：３０～１９：１５ １００分 

英検準１級 月曜日 １７：３０～１９：１５ １００分 

英検１級 水曜日 １９：３０～２１：１５ １００分 



講座の概要  

【小４～中３】 
小4国算英 中学受験の入り口は小４です。授業→宿題のサイクルを確立させます。 

○国語 「中学受験新演習」と「漢字日記」を使用し、中学受験のための基礎力を養成します。具体的には、

語彙力・読解力・記述力の基礎を鍛えていきます。漢字テストや音読練習も実施予定です 

○算数 「中学受験新演習」と「計算日記」を使用し、中学受験に備えます。小４は「受験に向けた学習が本

格化する小５」への橋渡しとなる学年で、計算・文章題・図形・特殊算の導入が盛りだくさんです。 

〇英語 小５受験英語（標準）に「飛び級」としての参加ができます。なお、レベルは小５生に合わせます。 

 

小5国算英 年６回の帰国生学力判定模試をペースメーカーに、逞しい受験生を目指します。 

○国語 「中学受験新演習」と「漢字日記」の基本～標準レベルの問題を扱い、物語・論説・随筆など多様な

文章を「理解して」読めるようします。習得に時間のかかる知識事項も繰り返し学習します。 

○算数 「中学受験新演習」と「計算日記」を使用し、帰国枠受験の算数のレベルに合わせて単元学習を進め

ます。数の性質・速さ（旅人算、通過算、時計算）・差集め算・角すいと円すい・合同と相似・比の性質＆利

用・対称と折り返し・図形上の点の移動・比例と反比例など、中学受験に向けた最重要単元が目白押しです。 

→小５帰国生模試のない日曜日 14:50～16:20 で基礎レベルの無料補講を実施（時間帯を変更しました）。 

○受験英語（標準） 本帰国しても効率的に学習を続けることで、中学受験合格に向けた対策が万全になって

いきます。単語・文法・長文・ライティングなど、帰国枠入試を見据えて英語力全般の強化を図ります。 

〇受験英語（上級） 英検準１級以上を持っていたり、渋渋・渋幕に向けて意欲満々だったりする生徒対象。 

 

小6国算英 各科目週２回で合格に向けた力を養成していきます。 

○国語 「中学受験新演習」と「漢字日記」の標準問題を徹底し、帰国枠受験に向けて十分な実力を養成しま

す。知識問題に備え基礎を固める一方、難解な文章を時間内に読み、問題を解く力を養成します。 

○算数 小６夏までに中学受験算数の総復習を終えたことを前提に、再度の単元学習と一歩進んだ学習を「中

学受験新演習」と「計算日記」を使用して計画的に行います。 

〇特訓国語 標準的な帰国枠入試レベルの過去問題を用いて、演習と解説を行い、得点力を高めます。 

〇特訓算数 主旨は特訓国語と同様ですが、基礎（偏差値～55）と標準（偏差値 50～）に分かれます。 

〇ハイレベル算数 聖光中・海城中の過去問題を用いて両校の対策をします。頭をかなり使います。 

〇日本語作文・日本語面接 作文は事前に提出したもの（原則：課題は自分で用意）への個別指導、面接は集

団又は個別指導です。ただし、日曜日は作文を書く時間に充てても構いません。金・日曜両方受講可能です。 

○英語総合・エッセイ 中学受験に必要な語彙力・文法の知識の習得、スピーディーな読解力を養成します。

また、英語入試を課す帰国枠受験で、エッセイは合格の鍵を握ります。fiction 型及び non-fiction型の両方の

練習をし、合格レベルのエッセイを目指します。後期は過去問題演習・解説も惜しみなく取り入れます。市

川、攻玉社、聖光、SFC、頌栄、洗足、白百合、海城、都市大付属、三田国際等に対応します。 

〇特訓英語 渋渋・渋幕・広尾学園以外の過去問題を用いて、演習と解説を行い、得点力を高めます。 

〇English Workshop 英語でのディスカッション、ディベート、インタビューなどの入試対策を行います。 

○広尾英語 英検準１級以上のレベルを前提に、記述・エッセイ中心の広尾学園対策を行います。 

○渋渋・渋幕英語総合 英検準１級・１級レベルを前提に、渋谷系の単語・文法・長文対策を徹底します。 

○渋渋・渋幕英語エッセイ 基本に忠実で、余裕をもって合格点に届くエッセイを書けるように練習します。 

 

小６・中３後期 

原則として、各科目、週２日の受講をおすすめします。 

（例：平日の国・算/数・英 + 特訓国・算/数・英） 

各科目一通りのことができます。 



中１数学（ena卒業生） 通っている中高一貫校で学年上位20%には入りましょう。 

〇中１数学 ena卒業生のための中高一貫校数学の講座です。学校で使用している教材を持ってきてくださ

い。進度を確認しながら全体で学習すること、個々に学習することを決めて、柔軟かつ臨機応変に指導しま

す。定員を10名とさせていただきます。 

 

中２国数 帰国枠高校受験にはほとんど優遇措置がありませんので、実力勝負です。 

〇国語 高校受験に向けた学年相当の国語（論説文中心）の授業です。漢字・語句・文法も扱います。 

〇数学 高校受験に向けて学年相当の学習をします。平行線と角、三角形、四角形、場合の数、確率など。 

 

中１・２英 本帰国後の英語力維持と向上を狙った本格的な英語講座です。 

○ELC7th&８th（英語） ELC7th＆８th は英語圏現地校の 7th＆８th Grade（Year７＆８）レベルのクラ

スです。Language Artテキストをベースとしつつより本格的な英語指導を行います。特にこのレベルでは、課

題文書を読み込んでもらったうえでのArticle Writingや特定のテーマに関するReport Writing、そしてDebate 

Presentationにも取り組む予定です。※中３生の受講も歓迎します。 

 

中3国数英 平日に入試問題を単元別に攻略し、土日に丸ごと攻略します。 

○国語 前期中に古文、漢文も含めた入試に必要な基礎力の復習を済ませました。後期は入試問題をベースにし

た教材を用いて得点力を高めます。漢字、語句、文法、古典、短歌・俳句・詩の学習も継続します。 

○数学 前期及び夏期講習会期間中に中３の単元学習が終了し、入試演習に入りました。後期は、入試問題を

単元別に扱い、入試で必要なレベルに到達できるように学習します。 

→9/9,23,30、10/7,28、11/4,11,25、12/2、1/20,27 以外の日曜日 15:30～16:30 で無料補講をします。 

〇特訓国語 受講者のレベル・志望校を踏まえて、入試演習及び解説授業を行い、得点力を高めます。 

〇特訓数学 受講者のレベル・志望校を踏まえて、入試演習及び解説授業を行い、得点力を高めます。 

〇英語 単語、熟語、文法の確認を高い水準で行い、レベルの高い長文読解問題もどんどんこなします。難関

高校入試問題をベースにした教材をメインに扱っていきます。以下３講座のいずれかを受講すれば無料です。 

〇特訓英語 入試演習及び解説授業を行い、得点力を高め、難関校入試でも 9 割以上の得点率を目指します。 

○渋幕・SFC英語 左記２校の過去問題をベースに授業を行い、対策を行います。 

〇Grammar＆Writing 渋幕・SFC 以外の高校入試英語エッセイの対策と文法力の強化を行います。 

【全学年：英検】 
全学年 各級とも、語彙・長文読解・ライティングの対策を主とします。 

○英検１級 英語そのものの難しさ、英語で書かれた内容の難しさを分かりやすく解きほぐしながら授業を進

めます。合格率約１０％の最高峰の試験ですが、受験を終えた皆さんも 早めに英検１級を取得し、真の英語

道のスタートを切りましょう。帰国生なら何としても英検１級を！ 

〇英検準１級 英語勝負の受験を計画中の場合には、早い段階で英検準１級対策に着手しましょう。２級と準

１級とのギャップは大きいですが、時間をかければ語彙・長文読解・ライティングは攻略可能です。小４でも

小５でも中１でも中２でも果敢に挑戦を！ 

〇英検２級 現地校生・インター校生に最低限取得してほしい級です。英検準１級とのギャップが大きいの

で、文法力や単語力などで次につなげるためには「満点近くとれての合格」を目指すのがベストです。 

 

セット受講をおすすめしますが、１科目からも受講可能です。 



模擬試験・テスト 
模試・テストは「学力の健康診断」（到達度確認、弱点発見、進学指導参考資料）であり、目標設定のツ

ールとして毎日の学習の質を高めるものです。小５～中３生は、原則として毎回参加してください。授業を

受けていない科目のテストもセットで受けることをおすすめしています。受講していない科目の教材購入

に関してはご相談ください。 

  

●帰国生学力判定模試（小5、小6対象：国算英 各５０分） 

ｅｎａの指導の根幹が、この「帰国生学力判定模試」です。この模試は、一般的な模試では対応できない帰

国枠受験の難易度・傾向を踏まえて作成されています。帰国枠受験者のレベルに出題内容・レベルを合わせ、

また多くの帰国枠受験に必須の英語も試験科目に入っています。2001年度の開始以来、今では首都圏の帰国

枠中学受験生の約半数が関わるこの模試は、抜群の信頼性と実績を誇ります。この模試で、「海外にいる同級

生」の中での位置が分かりますし、日本の中学校が「帰国生」に要求する３科目の力も分かります。なお、国

語・算数のみ、英語のみの参加も可能です。 

日時  

小５：９／１６（日）、１１／１１（日）、 １／２０（日）９：３０～１２：２０ 

小６：９／ ９（日）、１０／２１（日）、１１／１８（日）、１２／１６（日）９：３０～１２：２０ 

各回、前日の土曜日の受験も承ります。時間帯は日曜日と同じです。 

    

●頌栄女子学院中模試（小6対象：英 ８０分） 

日時 

９／２２（土）、９／２３（日） １１：００～１２：３０ ←ご都合の良い曜日をお選びください。 

１１／３（土）、１１／４（日） １１：００～１２：３０ ←ご都合の良い曜日をお選びください 

頌栄女子学院中入試に向けた予想問題（筆記試験）とも言える模試で、合格判定も実施します。 

 

●学力判定テスト（中1～中3対象：国数英 各４０分） 

日本・海外のｅｎａ生のほぼ全員が毎月受けているテストです。中3の後期は合格判定テストと名称が変わ

り、志望校の合格判定も行います。ｅｎａの毎回の授業もこのテストを意識して組み立てられています。 

日時  

９／２３（日）、１０／２１（日）、１１／２５（日）、１２／１６（日）、１／２０（日） 

１０：１０～１２：３０、１３：１０～１５：３０ （中３ELC受講者の10/21,12/16は別途対応） 

９／２３（日）、１２／１６（日）は志望校合格判定を全学年実施します（中３は毎回） 

 １０／２１（日）、１２／１６（日）の中３の学力判定テストは１３：１０～１６：００のみ実施です。 

 

●アドバンス模試（中2、中3対象：国数英 各５０分） 

難関高校受験のナビゲーターと呼ばれ、ハイレベルな問題で実力の確認に最適なテストです。国立大附属・

開成・西大和・早稲田・慶應・青山学院・中大杉並・明大明治などの志望者は積極的に参加してください。 

日時 中３はすべて志望校判定を実施、中２は9/16以外志望校判定を実施します。 

９／２（日）、９／１６（日）、１０／１４（日）、１１／１８（日）、１２／９（日）、１／１３（日）  

１３：１０～１６：００ 

 

上記を日程・時間帯をずらしての受験はご遠慮ください。 


