
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
デトロイト 

夏期講習２０２０ 
 

 

【第１期】6月 22日（月）～7月 03日（金）（10日間・オンラインクラス指導） 

【第２期】7月 06日（月）～7月 17日（金）（10日間・オンラインクラス指導） 
 

 

※ 1 日・１科目からでも受講できます。 

※ 夏期講習中の通常授業はございません。 

enaの夏期講習やる？ 

夏期講習 2020- v1.1 

 

 

☆リアルタイムオンライン授業! 安全に学べます。 

☆受験生はここが勝負！ バリバリ鍛えます。 

☆非受験学年は、がっちり復習＋先取り！ 

    秋からの学習にしっかり備えます！ 
 

 

おれ、やる。 



◆ 開設コース・科目・時間・授業内容 ◆ 

【第１期】 6/22(月)-26(金), 6/29(月)-7/3(金) （10 日間・オンラインクラス指導） 

9:00-10:30 小１国・算（各４０分） 小２国・算（各４０分） 小 3 国・算（各４０分） 小 4 国・算（各４０分） 

     

10:50-12:20 小５標準国・算（各４０分） 小６標準国・算（各４０分） 小５受験算数（８０分） 小６受験国語（８０分） 

     

12:50-14:10 高１国語 TOEFL 小５受験国語 小６受験算数 

     
14:30-15:50 数２B 中１国語 中２数学 中３国語 

     
16:10-17:30 高２～４国語・小論文 中１数学 中２国語 中３数学 

     
18:30-19:50 数１A    

     

 

【第２期】7/6(月)-10(金), 7/13(月)-17(金) （10 日間・オンラインクラス指導）   

9:10-10:30 中学英文法（基礎） 高校国語   

     

10:50-12:10 小学英文法 小論文   

     

12:50-14:10 数２Ｂ TOEFL 中学英文法（発展） 中学入試英語 

     
14:30-15:50 数１A 中１国語 中２数学 中３国語 

     
16:10-17:30 小６受験国語 中１数学 中２国語 中３数学 

     
18:00-19:20 英検準１級 SAT MATH   

     

19:40-21:00 小６受験算数 高校英文法   

     
 

＜小学部＞ 
夏期講習で前期までの学習内容をしっかり定着させましょう。小６受験コースは

２０日間。志望校合格への確かな力をつけます。 
 

◇小1（国語・算数） [定員5] 9:00～10:３0（４０分×2） 
[第 1期（全 10日間）] 
   国語：ことばのよみかき・文・カタカナ等。 
   算数：かず・たし算・ひき算 等。 
 

◇小２（国語・算数） [定員5] 9:00～10:３0（４０分×2） 
[第 1期（全 10日間）] 
  国語：ものがたりを読もう・詩をよもう等。 
  算数：たし算・ひき算・長さとかさ・表とグラフ・三角形と四角形等。 
 

◇小３（国語・算数） [定員6] 9:00～10:３0（４０分×2） 
[第 1期 （全 10日間）] 
  国語：物語、説明文、詩等 
  算数：大きな数、円と球、割り算、整理の仕方、小数、グラフ、三角形と角・文章題等 
 

◇小４（国語・算数） [定員 9] 9:00～10:３0（４０分×2） 
[第 1期 （全 10日間）] 
   国語：物語、ずい筆、伝記・説明文・記録文、詩、ことばのきまり等  
   算数：大きな数、整数・小数の計算・図形の基礎・面積・グラフ・規則性・文章題等 
 

◇小５標準（国語・算数） [定員９]10:50～12:20（4０分×2） 
[第 1期 （全 10日間）] 
  国語：物語文，説明文，伝記、詩等 

   算数：整数と小数、小数の計算、垂直と平行、計算のきまり、いろいろな文章題等 
 

◇小５受験（国語・算数） [定員６]1０:５0～1４:１0（8０分×2） 

[第 1期（全 10日間）] 
  国語：漢字，物語文，説明文，随筆文，伝記・脚本、詩等 

  算数：小数の計算、三角形と四角形、体積、約数と倍数、分数、単位量あたり、 

       速さ、規則性、いろいろな文章題等 
  

◇小６標準（国語・算数） [定員９] 10:50～12:20（4０分×2） 
[第 1期（全 10日間）] 
   国語：漢字，物語文，随筆文，論説文，詩等 

  算数：倍数と約数，平均・単位量あたり、速さ，分数の計算，比とその利用等 
 

◇小６受験（国語・算数） [定員 6]  

【第 1期】10:50～14:10（8０分×2） 

【第 2期】16:10～17:30, 19:40～21:00（8０分×2） 
[第１期 および 第 2期（全 20日間）] 
  国語：漢字、知識事項のまとめ、物語、伝記・脚本、随筆、説明文、論説文、記録文、 

       詩歌、総合演習、過去問演習 

  算数：割合、比、平面図形、立体図形、速さ、場合の数、総合演習、過去問演習 
 



◇小学英文法 [定員 9]  10:50～12:10（8０分） 
[第 2期（全 10日間）] 

現地校の ESLでは質問しにくいことでも、日本人の先生なら質問しやすく、日本語の

説明でなっとく！日本語で英文法を学ぶことで、英語への理解が深まります。 

 

◇中学入試英語 [定員 9]  12:50～14:10（8０分） 
[第 2期（全 10日間）] 

文法のまとめを行いながら、頌栄・洗足・慶応湘南藤沢等の過去問に取り組みます。 

 

＜中学部＞ 
 

中１～中３まで全学年２０日間開講します。中１・中２はこの講習で前期までの学

習内容をしっかり定着させ、さらに後期の先取りを行います。中３はここで中学

範囲の学習を終わらせ、後期からは高校入試を目指す人は過去問演習へ、高

校編入を目指す人は高校の学習へと進みます。 

 

◇中１（国語・数学） [定員１２] 14:３0～17:30（8０分×2） 
[第 1期＋第 2期（全 20日間）] 
  国語：漢字・語句，小説，論説文，詩，随筆、古典・短歌・俳句、文法等 
  数学：整数の性質、正負の数，文字式，方程式、文章題、比例・反比例・平面図形等 

 

◇中２（国語・数学） [定員１２] 14:３0～17:30（8０分×2） 
[第 1期＋第 2期（全 20日間）] 
  国語：漢字・語句，小説，論説文，詩・短歌・俳句、随筆、古典、文法等 
  数学：方程式，比例・反比例，式の計算，連立方程式，１次関数、図形等 
 

◇中３（国語・数学） [定員１２] 14:３0～17:30（8０分×2） 
[第 1期＋第 2期（全 20日間）] 
   国語：中学国語の総復習＋過去問演習 
   数学：（新出単元）三平方の定理・円＋総復習＋過去問演習 

 

◇中学英文法（基礎） [定員 9]   9:10～10:30（8０分） 
[第 2期（全 10日間）] 

講義形式で中学英文法の基礎固めをします。（中１～中２内容） 

 

◇中学英文法（発展） [定員 9]  12:50～14:10（8０分） 
[第 2期（全 10日間）] 

中学英文法を総括し、難関校受験に必要な高校英文法もカバー。（中３～高１内容） 

 

＜高校部＞ 
 

夏に鍛えよう！ 統一試験・受験対策等、目的に合わせて有意義な夏休みに！ 

英検対策等、その他のコマも組み合わせて受講できます。 

 

◇数 1A [定員 6]   

【第 1期】1８:30～19:50（8０分） 

【第 2期】14:30～15:50（8０分） 
[第 1期＋第 2期（全 20日間）] 
   総復習＋新出単元（確率・整数の性質） 
 

◇高 1国語 [定員 6]  1２:５0～１４:１０（8０分） 
[第 1期 （最長 10日間）] 

現代文＋古文。実力に合わせ実力を養成。高校編入対策はここで対応し、帰国の直

前まで鍛えます。 

 

◇小論文＋現代国語 [定員 6]  16:10～17:30（8０分） 
[第 1期 （最長 10日間）] 

頻出テーマを中心に実力を養成します。小論文に使えるネタを読解問題でインプットし

て 、 同 系 列 の テ ー マ の 小 論 文 で ア ウ ト プ ッ ト も 鍛 え ま す 。

◇数 2B [定員 6]  

【第 1期】14:30～15:50（8０分） 

【第 2期】12:50～14:10（8０分） 
[第 1期＋第 2期（全 20日間）] 
   総復習＋新出単元（微分・積分） 
 

◇高校国語 [定員 12]    9:10～10:30（8０分） 
[第 2期 （最長 10日間）] 

高校生なら確実に読みこなしたい論説文。固めの語彙に惑わされず、きちんと論理を

辿る力を養います。 

 

◇小論文 [定員６]   10:50～12:10（8０分） 
[第 2期（最長 10日間）] 

志望学部ごとに、必要となる知識を蓄えながら、出題者の意図を汲んで柔軟に対応

できるような、考え方の基礎を定着させます。 

 

◇高校英文法 [定員 9]   19:40～21:00（8０分） 
[第 2期（全 10日間）] 

講義形式で高校英文法を仕上げ、TOEFL，SAT，大学入試の土台を作ります。 

 

◇TOEFL [定員 9]   12:50～14:10（8０分） 
[第 1期＋第 2期（最長 20日間）] 

TOEFL 対策クラスです。Reading・Writing中心に鍛えます。（１日～最長 20 日間の中

からご予定にあわせてご参加ください。） 

 

◇SAT MATH [定員 9]   18:00～19:20（8０分） 
[第 2期（最長 10日間）] 

SAT MATH 対策クラスです。過去問や予想問題に取り組みながら、電卓を使うべき

か、代数的に解くか、代入して調べるか、等の判断スピードを上げていき目標スコア到

達を目指します。（１日～最長 10 日間の中からご予定にあわせてご参加ください。） 

 

＜英検対策＞ 
 

◇英検準１級対策 [定員 9]  

[第 2期（全 10日間）] 18:0０～１9:2０（8０分） 
単語，文法，読解，作文，リスニング，類題演習 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

◆ お問い合わせ◆ 
 

☆授業内容等、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

デトロイト 
 

39885 Grand River Ave. #400, Novi, MI 48375 

Tel: 248-426-9720   Fax: 855-560-6750 

e-mail: detroit@ena-us.com 
 

※ 定員になり次第締め切ります。お早めに申し込みください。 

※ 学外生の方はお申し込み時にチェックにてお支払いいただきます。 

※ 学内生の方は、後日本部よりインボイスを送付させていただきます。 

※ １日・１科目からでも参加できます。学費は日数で調整されます。詳しくはお問い合わせください。 

※ 夏期講習会のテキストは校舎での配布になります。ご自宅への郵送の際は、郵送料（実費）及び、

Handling Fee（定額）を申し受けます。 


