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冬期講習会

みん在を応援㌦ます! !

田中学園



冬期講習会

議師と生徒が一丸となり

結果出します。

ーはじめにへ/

今年度の冬期講習会におきましては「実戦力強化」 「次学年への

ステップアップ」に重点を置いて徹底指導致します。

中3受験生は実戦模擬テスト・解説の形式をとることによって入試

に対する実戦力を強化します。また、過去の入試問題の中から出題頻

度の高い項目の良問を解きながら、出題傾向および合格するためのテ

クニックを指導致します。

中1 ・中2生は、 1月からの学校テスト対策を中心とし、現学年の

最重要項目を学習し、次学年につながる指導を致します。

小5~小6生は総合問題を中心とし、現学年において広い範囲の中

から全ての重要項目問題を抜粋し、その知識の定着を行う指導を致しま

す。

皆さんが充実した講習会となるよう私達講師一同全力にて指導にあ

たります。

田　中　学　園



<設置講座案内>
●　中3Nコース

基　準 �どなたでも受講できます。 

定　員 �20名前後 

設置校 �豊洲校 

時　間 �さう0分授業×8コマ×3科目二2160分 

学習指導内容 

英語 �条件英作文・長文読解は高校入試においては必ず出題されます。向上す 

るための英作文の書き方、長文内容を的確に捉え問題に迅速に対応できる 

ように指導します。 

【各1回→8回内容】 
・発音・アクセント・文法・整序作文を含む、長文読解による総合問題演習 

数学 �都立入試レベル問題で70点以上を目標とする生徒はこの講座が最後の 
実戦形式です。各回の点数結果が自分の弱点である分野が明確になります。 
そして、必ず復習をすることで合格に近づきます。 

【各1回へ8回内容】 
・数量・図形・新傾向、その他の領域による総合問題演習 

国語 �都立入試では毎年出題される「作文」の合格答案の書き方、選択問題にお 

いても制限時間内に正しい答えを導く方法を指導します。1ランク2ラン 

ク上の実力をつかみとろう。 

【各1画一8同内容】 
・古典・漢字・語句・作文を含む長文読解総合問題演習 

e　中2Nコース

基　準

設置校

どなたでも受講できます。

1 5名前後

豊洲校

90分授業×3コマ×2科目=540分

学習指導内容

冬期講習では、中2内容のなかでも「比

較・不定詞・受動態」を中心とした総合演
習を行います。また長文読解を行い、入
試の得点力アップにつながる内容を指導
いたします。

第1回　　総合問題演習

第2回　　総合問題演習

第3回　　総合問題テスト

実力判定テストで偏差値60以上、

学校テストで80点以上を目標に中

学2年生の総まとめ演習を行いま

す。この冬期講習を受講して一年後
の入試に備え、塾生全員が「偏差値

60以上」を目標に指導にあたります。

第1回　総合問題演習十角度・三角形合同

第2回　総合問題演習十平行四辺形

第3回　総合問題テスト十平行線と面積



●　中3Sコース

基　準 �偏差値65以上 

定,員 �10名前後 

設置校 �墨洲校 

時　間 �90分授業×8コマ×3科目二2160分 

学習指導内容 

英語 �国立・難関私立・自校作成校などで出題される英文は、難易度の高い文 
章で構成され、的確に問題を捉え迅速に対応する必要があります。また、 

文章要約を英文で書いていく点数のとり方を指導します。 

【各1画一8回内容】 
・発音・アクセント・文法・整序作文を含む、長文読解による総合問題演習 

数学 �国立・難関私立・自校作成校などで出題される証明問題をはじめとする 
記述式答案の練習を行い、合格のための最後の実践形式です。また、合格 

するために必要な問題を実践形式の場で指導いたします。 

【各1回へ8回内容】 
・数量・図形・新傾向、その他の領域による総合問題演習 

国語 �難関校に代表されるように文章が長く全体把握が難解な文章も、簡単に 
読み解くことができる指導をいたします。作文問題についても、10点満点 
がとれる文章作成力を同時指導いたします。 

【各1回一8回内容】 
・古典・漢字・語句・作文を含む総合問題演習 

●　中2Sコース

基　準

設置校

偏差値6 5以上

10名前後

豊洲校

90分授業×3コマ×2科目=540分

学習指導内容

中2内容までの学習総まとめを行いま

す。早い段階から入試を意識し、難易度
の高い長文読解の文章の構成・内容把握

を指導します。またl月の実力判定テス
トで、偏差値70以上を目標に指導にあ

たります。

第1回　　総合問題演習

第2回　　総合問題演習

第3回　　総合問題テスト

この冬期講習では、じっくりと考

える新傾向問題に数多くふれていき
ます。 1月の実力判定テストで偏差

値70以上を目標に、ハイレベルな

問題をわかりやすくそして素早く解
ける指導を行います。

第1回　総合問題演習十角度・三角形合同

第2回　総合問題演習十平行四辺形

第3回　総合問題テスト十平行線と面積



e　中1Nコース

基　準

設置校

どなたでも受講できます。

15名前後

豊洲校

90分授業×3コマ×2科目二540分

学習指導内容

この冬期講習で「c a n ・現在進行形」

を中心に学習します。長文問題にも取り
組み、得点力アップにつながる文章の読

み方を徹底指導いたします。今冬期講習

を通して、 2学年へスムーズに移行でき

るように指導します。

第1回　　総合問題演習

第2回　　総合問題演習

関数 平面図形を中心とした総合
問題を行います。 1月の業者テスト
で塾生全員が偏差値60以上を目標
に、今まで学習してきた塾生、また

初めて学習する生徒にとっても、基
本から発展まで指導してまいりま

す。

第1回　総合問題演習十比例

第2回　総合問題演習十反比例

第3回　　総合問題テスト 第3回　総合問題テスト十平面図形



●小6コース

e小5コース



〈中3コース〉

7貌7 0ノ宕フフノブを∈親苦し〔美幸デ!

入試まであと2ヶ月、最後の追い込みになってまいりました。本番の入試では、
たった1点の差で合否が決まることも珍しくありません。

この冬期講習会では、現在まで身に付けてきた学習内容を、実戦総合問題を通
して再点検するとともに、試験時間の使い方など受験のテクニックを含め指導し
てまいります。誰もが忘れてしまった点などがあるはずです。この講習会を通し

て、日々努力し最後の1 0点アップを目指して下さい。

●　日々の授業の流れ

実戦総合テスト

各教科40分でテストを

行います。このテストを

通じて、与えられた時間
を有効に使う方法等もア
ドバイスし、得点力アッ

プを目指します1,

解説授業

テストの解説を行いま

す。同時に忘れてしまっ
ていた項目を再チェック

し、出題率の高い問題に

は特に時間をかけて解説
してまいります。

家庭での復習

なんといっても復習が

大切です。理解したっも
りではダメです。100%の

理解こそが実力アップに
つながります。日々の復

習を確実に行って下さ
い。

●講習のポイント

○公式、重要語句、漢字、単語といった細かいところまで、しっかりと確認しま
しょう。もし、忘れている項目があったら、その日のうちに完全にすることを

目指して下さい。

○入試で100点を目指して欲しいものです。けれど、どの教科も、時間を多く

とられる問題はあと回しにして、まずは確実に正解できる問題を慎重にやるこ

とです。 1から順番にやる必要はありません。この講習を通して、テストのや

り方を身に付けましょう。

○テストで時間が余ったら見直しは必ずすることです。最後の1 0分は少なくと

も見直しに使うように。考えてもわからない問題はいくら考えても正解にたど
りつくのは難しいものです。それより、確実にできる問題こそ必ず正解しまし

ょう。

○最後は復習です。この時期にあれも、これもとあせって数多くの問題をこなし

ても時間を無駄にしてしまうだけです。それよりも、テストでできなかった問

題を大切にして、今度出題されたら必ずできる状態にすることが、得点力アッ
プの秘訣です。





〈小5一小6コース〉

鰯糊を毎宿して!

この冬期講習会は、短期間でありますが各学年において最重要項に的を絞り

知識の定着はもとより総合問題においての高得点を目指し、指導して参ります。
この講習によりさらなる学力・成績向上を達成してください。

⑱後期への飛躍と次学年への対応

総合力 
の 

亭旨享聾 

12月までに各学

年共約　80%ほど
の内容を習得し

ております。

その範囲すべて
においての総合

問題を指導致し
ます。

もちろん学校で
行う1月よりの

テスト範囲も指

導しますので、自

信をもってテス

トに臨むことが

できます。

各学年の総合問
題を行うことに

より、すべての項

目の定着と深い

理解のもと、さら

なるステップへ

と導いてまいり

ます。

㊧講習のポイント

○授業内で理解不足を解消し、わからないところを残さないように!

もし理解できない問題がありましたら、必ずサポートにて質問し
てください。

○授業で理解をしたあとは、家庭で宿題を行ってください。この宿題を

行うことにより、より高い定着を達成することができます。



圃閣堅固田園萱四国間園田

田中学園では1 9 7 0年の創立以来、一貫して地域の皆様方への貢献を目指して多

くの生徒の指導にあたってまいりました。 49年間にも渡り培ってきたノウハウを

最大限に発揮し、なおも毎年システムをより良い方向へ改革致しております。本年度
の冬期講習会も昨年度までのものを改革し、より多くの生徒の皆さんに役立つ内容・

受講しやすい日程・学習の進めやすさを追求してまいりました。ぜひ、田中学園の冬
期講習会を一つのきっかけとして、今後の飛躍・次学年でのステップアップを目指し
てがんばって頂きたいと思います。

私共、講師陣も皆様方のご期待に応えられますよう全力で指導にあたってまいりま
す。皆様方の気持ちと私共の気持ちが-致していれば、必ずや目標を実現できると信
じております。力を合わせがんばってまいりましょう。

田中学園　講師一同

御輿胡盃生得b施くさ相席す!

●細かい指導の実践!

授業では学習内容だけでなく、

意欲・家庭学習・興味の向上も
目指し指導致しております。ま

た、授業日以外にも無料でサポ
ート授業を多数実施していま

す。

e指導要領の削減も心配　0です!

30%も削減されてしまった科目もある新指

導要領。そのまま学習していたらが学力低下は
少しずつあらわれてくるでしょう。学園ではそ

れを防止するためにほぼ旧課程に基づき、かつ

無理のない学習カリキュラムで効率良く進め

ております。

●サポー ト授業で効果倍増!

通常授業の欠席分はもちろん、中間・期末テス
トの前の学校テストにおいても自由に質問・学

習できるのが土曜サポート授業です。
わからないままにしない!それが伸びるため

にとても必要なのです。

●きっと皆さんも実現できます

今まで塾に行ってもダメだった。家庭教師にして

もダメだった。そんな人も田中学園なら伸びるは

ずです。なぜなら、私達は真剣に一人ひとりを伸
ばしていこうと考えているからです。一度ダメで

もあきらめない! !あきらめたらおしまい! !

我々は最後まで全力で支援してまいります。

冬期講習会受講者氏名 塾生紹介者氏名



愛護に際して　(必ずお読み下さい。) ∴∴<外部生>

㊤申込手続について

・同封の申し込み用紙に必要事項を記入の上、本部事務局または各校まで、

直接御提出下さい。

<申し込み期限>

令和元年12月20日(金)まで

受付時間　　本部事務局　　AMlO : 00へPM8 : 00

各　校　　　PM3:00へPM9:00

TEし(代)　03-3532-5889

e受講科目について

・下記科巨=こつきましてはコース内セット科目となります。

小5へ小6　　算数・国語

中l一中2　　英語・数学

中　3　　　英語・数学・国語

e受講コースについて

・変則受講なども可能です。お気軽に御相談下さい。

eその他

・一度納入された講習費は返金しかねますので予め御了承下さい。

・受講当日は、筆記用具・ノート・スリッパをお持ち下さい。

・その他の通塾上の規約は「学園規約」に基づきます。

eお問い合わせ・連絡

東京都江東区豊洲4-2-4　2F

本部事務局　TEし(代)　03-3532-5889



冬期講習会費用一覧 〔外部生用〕

盲 号 �学年 �コース名 �時　間 �講習費 �教材費 �合　計(税込み) 

1 �小5 �公立進学(2科コース) �9h �普11,000- �普600- �華11,600- 

2 �小6 �公立進学(2科コース) �9h �普11,000- �普600- �普11,600- 

3 �信1 �中1N(2科コース) �9h �普11,000- �宰600- �普11,600- 

4 �中2 �中2N(2科コース) �9h �芋1l,000- �普600- �苧11,600- 

5 ��中2S(2科コース) �9h �普11,000鵜 �普600- �華11,600- 

6 �中3i �中3N(3科コース) �36h �昔36,000一 �辛2,600- �普38,600- 

’7 ��中3S(3科コース) �36h �普36,000- �華2,600- �普38,600- 

◎合計は、消費税込みの金額です。

◎費用は、 12月20日(金)までに納入お願い致します。又、つり銭のないようご協

力をお願い致します。

◎外部生輔馳旦」壁込透し音型別途必要となります。

一一一一一一一一一一一一一一一一一・------○○キーーサー一十一サー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一__________

冬期講習会申込み用紙

学　年



‡競鎌鰯籍

田中学園　本部事務局

〒135-0061江東区豊洲4-1-5　4F　　魯03-3532-5889


