


保護者の皆様へ

夏期講習会のご案内

2020年度夏期講習のご案内を申し上げます。

記

◎ 各学年の講習スケジュ ールは、 カレンダー をご参照ください。 講習期閻中の平常授業は行いません。

後期平常授業開始日は8月11日（火）です。

◎ 講習会期問中やむを得す欠席される日がある場合は、必す申込書ご提出時にお申し出下さい。講習料の調

整を致します。 また、 お甲し込み後の変更は、 お請け致しかねます。

＊外部生の保護者の方へ＊

講習会期間中「無料体験授業」のご受講は申し受けておりません。 あらかじめご了承下さい。

【お申し込み方法】

◎ 登録書を教室窓口に、 6月27日（土）までにご提出下さい。

【教材について】

教材はデータでお送りいたしますが、ご希望でしたら冊子をご用意いたします。教室に取りにお越しいただ

けますと幸いですが、 郵送も可能です。 郵送の場合は送料実費とハンドリングチャ ージ＄8.50を夏期講習会

Invoice に反映させて頂きます。
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<夏期講習会カレンダ ー >
日 月 火 水 木 金 土

6/21 22 23 24 25 26 27 

休校 休校 2020年度前期

通常授業最終日

28 29 30 7/1 2 3 4 

休校 夏期講習DL① 夏期講習DL② 夏期講習DL③ 夏期講習DL④ 夏期講習DL⑤ 夏期講習DL⑥

5 6 7 8 ， 10 11 

休校 夏期講習DL⑦ 夏期講習DL⑧ 夏期講習DL⑨ 夏期講習DL⑩ 夏期講習DL⑪ 夏期講習DL⑫

小6帰国生模試

12 13 14 15 16 17 18 

休校 夏期講習DL① 夏期講習DL② 夏期講習DL③ 夏期講習DL④ 夏期講習DL⑤ 夏期講習DL⑥

中学生学判

19 20 21 22 23 24 25 

休校 夏期講習DL⑦ 夏期講習DL⑧ 夏期講習DL⑨ 夏期講習DL⑩ 夏期講習DL⑪ 夏期講習DL⑫

26 27 28 29 30 31 8/1 

休校 夏期講習HO① 夏期講習HO② 夏期講習HO③ 夏期講習HO④ 夏期講習HO⑤ 夏期講習HO⑥

2 3 4 5 6 7 8 

休校 夏期講習HO⑦ 夏期講習HO⑧ 夏期講習HO⑨ 夏期講習HO⑩ 夏期講習HO⑪ 夏期講習HO⑫

， 10 11 12 13 14 15 

休校 休校 2020年度後期

通常授業開始日

◆夏期講習会について◆

6/29（月）～8/8（土）は夏期講習会期間です。 通常授業はありません。

◆模擬試験について◆ （詳細はP13の模試ご案内にてご確認ください。）
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I」16受験英語(90分） TR 
6月22日（月）～7月11日（土）

30 日曜日お休み
7月27日（月）～8月8日（土）

小学生英会話(60分） NY 

6月23日（月）～7月11日（土）
28 

7月4日（土）お休み

l」 9中高 7月27日（月）～8月8日（土） 日曜日お休み

英語
中学生英会話(60分） NY 

中3受験英語(90分） TR 
6月22日（月）～7月11日（土）

30 日曜日お休み
7月27日（月）～8月8日（土）

英検準1級(60分） TR 
6月22日（月）～7月11日（土）

30 日曜日お休み
7月27日（月）～8月8 E3（土）

高校国語(60分） DL 7月13日（月）～7月24日（金） 10 土・日曜日お休み

日本語能力検定対策(60分） DL 

7月4日（土）11日（土）
4 

18日（土）25日（土）
I」1綸文(60分） DL 

高校部
7月14日（火）16日（木）

高校生物(60分） DL 
20日（月）22日（水）24日（金）
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7月1日（水）4日（土）8日（水）

高校数学 I DL 11日（土）15日（水）18日（土） 8 
22日（水）25日（土）

7月1日（水）4日（土）8日（水）

高校数学 II DL 11日（土）15日（水）18日（土） 8 

22日（水）25日（土）

※DL＝ダラス校、 HO＝ヒュ ーストン校、 TR=トロント校、 NY＝ニュ ー ヨ ーク校からの配信となります。

※HO（ヒュ ーストン） 7月27日（月）～8月8日（土）の日程は、 Houstonの学校区が夏休みを短縮し

た際には変更となります。

※学年・コ ースによって期間が異なります。必ずご確認ください。また、1日・1教科からの履修も可能です。

ご不明な点等ござましたら、 ご連絡下さい。
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>[ 小中学部のご案内
n＿

 
E l 

＊学年・コースによって教室・期間が異なります。必ずご確認ください。

＊いっそうの学習効果をはかるために、学習内容を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

1小学3年生I
<夏期集中コ ース>

薩壺…かけ算・わり算•四則計算を確実なものにします。重さや道のりなどの問題にも取り組みます。

園…やや長めの物語文・説明文読解をチェックしながら漠字の問題にも取り組みます。

※期間中、国語と算数の授業を日替わりで交互に実施いたします。

*1日からの受講も可能です。ご都合のよい日程でご参加下さい。

1小学4年生I
<夏期集中コ ース>

|DL算飯・・小数と分数の計算を確実なものにします。植木算と和差算などの応用問題にも取り組みます。

|DL国瓢・・文章読解の基本である指示語と接続語・要点・段落•ことわざ・類義語・対義語などを学習します。

※期間中、国語と算数の授業を日替わりで交互に実施いたします。

|HO算数・国言吾ト・・別途お送りいたします、要綱をご覧ください。

*1日からの受講も可能です。ご都合のよい日程でご参加下さい。
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1小学5年生
<夏期集中コ ース>

|DL算数I・・・四則計算・周期と数列・面積と角度・和と差の問題・立体図形・割合・濃度に取り組みます。

|DL国語l・・・段落構成要旨・場面や情景・人物の気持ち・詩の特徴や表現技法の読み取りを学習します。

|DL嘩手斗ーネ土会ト・・小学校での学習範囲に即した内容を日替わりで交互に実施いたします。

|HO基礎算数・基磯国語・ハイレベル算威…別途お送りいたします、要綱をご覧ください。

*1日からの受講も可能です。ご都合のよい日程でご参加下さい。

1小学6年生I
<夏期集中コ ース>

|DL算威・約数と公約数・倍数と公倍数・四則計算・面積比と角度・割合・濃度などの問題に取り組みます。

|DL国語I・・・類義語と対義語のほか段落構成・要旨・場面や情景・気持ちゃ性格の読み取りの学習をします。

|DL理手斗・社会ト・・小学校での学習範囲に即した内容を日替わりで交互に実施いたします。

|HO基磯算数直い楚国言吾ト・・別途お送りいたします、要綱をご覧ください。

*1日からの受講も可能です。ご都合のよい日程でご参加下さい。
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翠験小学6年生I

<夏期集中コ ース>

|DL受験算威・・ ・ 面積比と角度・立体図形 ・ 仕事算・割合・濃度 ・ 比の利用などの問題に取り組みます。

|DL受験国語ト・・文章読解問題や記述問題に対応する力を養います。
※演習では、中学入試の過去問題を、入試と同じ時間を計って解き、授業の解説または答案の添削指導につなげていきます。

|HO受験算数・受屑食匡l言吾・受験作文ト・・別途お送りいたします、要綱をご覧ください

*1日からの受講も可能です。ご都合のよい日程でご参加下さい。

<受験小6夏季集中コ ース>
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1中学 1年生
<高校受験コ ース>

圏亜・・・方程式の解き方・比例反比例 ・ 図形の移動の総復習と応用問題を徹底的に行ないます。

画祠…指示語と接続語をカギとする読解法と、通常授業では扱いにくい文法内容を扱います。

国色サ・・植物の作りと働き、物質 ・ 気体の性質、物の溶け方を学習予定です。

亘…世界全体から各地域の様子まで、世界地理を学習します。

*1日からの受講も可能です。ご都合のよい日程でご参加下さい。

中学2年生I

<高校受験コ ース> '

屡至…連立方程式・1次関数・図形などの復習をしながら図形の証明や発展問題に取り組みます。

園国酔••読解問題だけでなく、古文の学習にもつながる「助動詞」を扱います。

亜亘…中学1年生理科の総復習と化学変化と原子・分子を学習します。

亘…古代から安土桃山時代までを学習します。

*1日からの受講も可能です。ご都合のよい日程でご参加下さい。
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1中学3年生
<高校受験コ ース>

各科目の講義は、受験に向けての総まとめにあたり、各生徒の力量、得意・不得意をしっかり把握した上での学習

指導を行ないます。演習では、高校入試の過去問題を、入試と同じ時間を計って解き、授業の解説または答案の添
削指導につなげていきます。演習時間分は授業料が無料となります。
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ニ吾・高校部のご案四」／ニ

1芙会詰・芙検準1級I

<夏期集中コ ース>

|NY小学生芙会話ト ・ ・対象学年：4~6年生、滞在歴1年半以上、定員6名。

|NY小学生芙会話…対象学年：中学1・2年生、滞在歴2年以上。

NY校マシュー先生による、毎日ニュースを選んでそのトピックについて読み、意見を発表しあいます。現地校が

リモート授業に変わってから、夏休みで日頃英語を話さなくなったお子様にお勧めです。

加R芙検準1級1•••対象学年：英検2級を持っているお子様。日本語で英検を学びたい生徒向けです。

語彙力、Essay対策も行いましょう。

*1日からの受講も可能です。ご都合のよい日程でご参加下さい。

高校匡l言吾
現代文読解 ・ 段落構成 ・ 要旨 ・ 場面や情景・人物の気持ちや性格の読み取り。



1日本言吾能力揆定対策
12 月度実施予定の日本語能力検定 2 級対策。

|l」ヽ論文I
小論文入試で必須の内容をまとめ自分の意見を論理的に書く練習を行います。

高校生物
高校生物の基礎から応用まで短期集中講義を実施いたします。



高校数学I|
二次関数・三角比・正弦余弦定理の問題と応用を学習します。

高校敬学Il|
図形（円）と方程式・三角関数の問題と応用を学習します。

女 上記はコ ース別の講習費用例です。上記以外の授鐵・日数の組み合わせで、講習費用を事前にお知りになり

たい場合は担当講師までご相談ください。
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