
小６・中３・新小５＆新小６　

直前講習会のお知らせ
ena国際部  東京校

　Tel　03-6264-9550　Fax   03-6264-9549　

◆講座概要 　

□小６SFC国語①②：過去問題による知識問題の再確認、文章を深く読む練習

□小６SFC算数①②：落としてはいけないレベルの問題演習・解説

□小６SFC英語①②：文法、単語、長文、リスニング（Essayは扱いません）

□小６広尾英語①②：過去問題を用い、12月入試での変更点を踏まえた対策

□小６広尾Math/漢字①②：日本語教材・日本語授業で予想問題演習・解説

□小６三田国際英語①～④（①②、③④は各セット）：長文読解選択式・記述式、リスニング（Essayは扱いません）

□小６学芸大国際集団討論・基礎日本語作文①②：予想問題と過去問題での対策

□小６学芸大国際外国語作文（英語）①②：過去問題での最終確認

□中３難関国語①～⑤：過去問題または同レベル（早慶MARCH都立自校作成）の類似問題を用いての対策

□中３難関数学①～⑧：過去問題または同レベル（早慶MARCH都立自校作成）の類似問題を用いての対策

□中３難関英語①～③：過去問題または同レベル（早慶MARCH都立自校作成）の類似問題を用いての対策

□中３SFC英語①～⑥：過去問題または同レベルの類似問題を用いての対策

□新小５国語①②：小４で学習した漢字・語句・知識分野の確認

□新小５算数①②：①は平面図形、②は植木算と分数

□新小５，６受験英単語：英検２級満点～準１級レベルの単語・熟語・文法

□新小６国語①～④：①②は小５までの総まとめ、③④は漢字・語句・知識

□新小６算数①～⑥：①②は速さの性質、③④は旅人算・通過算、⑤は食塩水、⑥は場合の数（①③は基礎）

□新小６英語総合①～④：英検２級満点～準１級満点レベルの単語・文法・読解

◆日時・時間割
　裏面をご参照ください。 【１科目、１講座から受講が可能です】

◆料金
　・60分講座1コマ2,400円、100分講座1コマ4,000円

　・講習諸費3,000円

　・学外生登録料3,000円

　・消費税

　小６都立白鷗＆学芸大国際や渋渋＆渋幕（面接）の直前講習会で講習諸費をお支払いの場合、

　今回諸費のお支払いは不要です。

◆申込方法とお支払い
　直前講習会申込書を、1月29日（水）19:00までご提出ください（ご来校、メール、Fax）。

　申込内容を確認のうえ、後日インボイスを送付いたします。

　　→学内生は口座振替（開始している場合）、学外生は口座振込又はクレジットカードでのお支払いです。
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　Email:　tokyo@enakokusaibu.com



【ena国際部東京校】
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裏面もご記入ください。

2019～2020年度　直前講習会 申込書 小中

フリガナ 生年月日 西暦　　　　年         月　   　日

生徒氏名

フリガナ

保護者氏名

住所
（学外生のみ）

〒

電話番号 -         - メールアドレス                            　   @

1、太枠欄をご記入ください。
２、お申し込み期限は1月29日（水）19:00です。
３、お申し込み後のキャンセルはお受けできません。

現在enaに通っている            （　　　　　　校）

以前、enaに通ったことがある（　　　　　　校）

受講校舎 国際部東京コード
USA番号

生徒番号



小６・中３直前講習会（ena国際部東京校） 【ご希望の講座を丸印で囲んでください】

1月30日（木） 1月31日（金）

17:00 小６ 小６ 小６学芸大国際 17:00 小６ 小６ 小６学芸大国際

小６ 広尾英語① SFC算数① 討論＆日作文① 小６ 広尾英語② SFC算数② 討論＆日作文②

18:00 三田国際 【60分】 【60分】 【60分】 18:00 三田国際 【60分】 【60分】 【60分】

18:10 英語①② 小６ 小６ 小６学芸大国際 18:10 英語③④ 小６ 小６ 小６学芸大国際

　 広尾Math/漢字① SFC国語① 英語作文① 　 広尾Math/漢字② SFC国語② 英語作文②

19:10 【60分×2】 【60分】 【60分】 【60分】 19:10 【60分×2】 【60分】 【60分】 【60分】

19:30 中３ 小６ 19:30 中３ 小６

中３ 難関数学① SFC英語① 中３ 難関数学② SFC英語②

20:30 SFC 【60分】 【60分】 20:30 SFC 【60分】 【60分】

20:35 英語① 中３ 20:35 英語② 中３

21:15 【100分】 難関国語① 21:15 【100分】 難関国語②

21:35 【60分】 21:35 【60分】

2月1日（土） 2月2日（日） 2月3日（月） 2月4日（火）
17:00 新小６ 新小５ 新小５，６ 17:00 新小６ 新小５ 新小５，６

算数⑤ 国語① 受験英単語① 算数⑥ 国語② 受験英単語③

18:00 【60分】 【60分】 【60分】 18:00 【60分】 【60分】 【60分】

13:50 新小６ 新小６ 13:50 新小６ 新小６ 中３ 18:10 新小６ 新小５ 新小５，６ 18:10 新小６ 新小５ 新小５，６

英語総合① 算数① 英語総合③ 算数③ 難関国語③ 国語③ 算数① 受験英単語② 国語④ 算数② 受験英単語④

15:30 【100分】 【100分】 15:30 【100分】 【100分】 【100分】 19:10 【60分】 【60分】 【60分】 19:10 【60分】 【60分】 【60分】

15:40 新小６ 新小６ 中３ 15:40 新小６ 新小６ 中３ 19:30 中３ 19:30 中３

英語総合② 国語① 難関数学③ 英語総合④ 国語② 難関数学④ 中３ 難関数学⑤ 中３ 難関数学⑥

16:20 【100分】 【100分】 【100分】 16:20 【100分】 【100分】 【100分】 20:30 SFC 【60分】 20:30 SFC 【60分】

16:30 中３ 新小６ 中３ 16:30 中３ 新小６ 中３ 20:35 英語⑤ 中３ 20:35 英語⑥ 中３

SFC英語③ 算数② 難関英語① SFC英語④ 算数④ 難関英語② 21:15 【100分】 難関国語④ 21:15 【100分】 難関国語⑤

18:10 【100分】 【100分】 【100分】 18:10 【100分】 【100分】 【100分】 21:35 【60分】 21:35 【60分】

　

2月5日（水） 2月6日（木） 2月7日（金） 直前講習会の開講日は、自習室を以下の時間帯で開放します。

19:30 中３ 19:30 中３ 19:30 中３ 平日14:00～22:00

難関数学⑦ 難関英語③ 難関数学⑧ 土日11:00～19:00

21:15 【100分】 21:15 【100分】 21:15 【100分】

氏名


