
 
2019年度 

Evening特別講座 冬期講習要項 
 

 

冬休みは長期休暇の中で最も短い休みです。大学入試を目前に控えた受験生もそうなのですが、クリスマスや

お正月を含むこの時期は気も抜けやすく、なかなか机に向かうことが難しいと言われています。2 学期についた

学習習慣をキープし、3学期の好成績につながるよう、油断せずに学習に取り組みたいものです。 

Evening 特別講座の冬期講習は、短い休みの期間中でも効果が出せるカリキュラムと少人数制で、着実に成績

アップに結び付けます。Evening 特別講座の冬期講習を上手に利用し、大学入試合格、成績アップを勝ち取りま

しょう！ 

冬期講習期間：前期 2019年 12 月 24日（火）～12月 28日（土） 

後期 2020年 1月 04日（土）～01月 07日（火）※日曜実施 

場所：愛恵ビル（全期間） 

講座ラインナップ 詳細は http://www.especialseminar.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

高Ⅰ対象の講座 

  

英語 

前期  13:00～14:30（90分間） 

2学期の授業の復習が中心となります。準動詞や関係詞を中心に、受験必修単元を学ぶことにより、復習をし

ながら 2年生以降の学習につなげていきます。 

数学 

前期  16:20～17:50（90分間） 

2学期で学習した三角比･データ･整数を復習します。この 3つの単元は、将来的に理系大学を考えている生徒

はもちろん、文系でも数学を使おうと考えている生徒はぜひ受講してください。 

物理 

前期  14:40～16:10（90分間） 

物理基礎について、2 学期まで学習したことを復習し、3 学期以降いいスタートを切れるよう予習の内容も進

めていきます。苦手な人はもちろん、2年生で物理を選択する人は、学んだことをココでしっかり定着させま

しょう。 

Evening 特別講座教務運営事務局 

東京都北区中里 3-12-1  

聖学院中学高等学校本館 402 教室 

TEL/FAX 03-5980-7847 

冬期講習プライベート講座 

対象：中 1～高Ⅲ  科目：全科目（日程により、ご希望に添えないことがあります） 

料金：高校生 前期 33,300円（60分×5日間、税込）後期 26,640円（60分×4日間、税込） 

   中学生 前期 24,750円（60分×5日間、税込）後期 19,800円（60分×4日間、税込） 

ご希望日時は先着順となりますので、お早目にお申し込みください 

 



 
 

高Ⅱ対象の講座 

英語 

前期  11:00～12:30（90分間） 

今まで学習した文法単元の総復習を行います。頻出イディオムの確認はもちろん、実際の入試問題を使い、実

践的に解いていきます。今まで受講してきた生徒だけでなく、これから受験英語を始めようと思っている方も

ぜひ受講してください。 

理系数学 

前期  9:00～10:30（90分間） 

数Ⅱの微分・積分の基本計算を予習していきます。微分積分の計算は大学入試において必須です。早い時期に

身に着けておくことが入試成功への近道です。大学入試まであと 1年です。「2年生だからまだ大丈夫」と油断

せず、この冬期講習でパワーアップして、受験生として最高のスタートを切りましょう。 

文系数学 

前期  13:00～14:30（90分間） 

数ⅠA・ⅡBの総復習を行います。今まで授業で学んだことを使い、入試問題にチャレンジしていきましょう。

様々な問題に対応できる力を身につけましょう。 

日本史 

前期  13:00～14:30（90分間） 

近現代史を中心に学習を進めていきます。歴史を縦から見るだけでなく、各分野に分け、「横」に見ていくこ

とで、確実な知識の定着をはかります。 

古文 

前期  14:40～16:10（90分間） 

古典文法の総まとめと題し、基本から応用までを幅広く扱います。入試問題なども使い、実践的に文法問題を

解くことを最終目標とします。 

政治経済 

前期  9:00～10:30（90分間） 

経済分野を中心に進めていきます。学校の内容はもちろんのこと、冬期講習を有効活用して、受験に向けて力

をつけていきます。 

現代文 

前期  16:20～17:50（90分間） 

問題演習を中心に進めていきます。なかなか手を付けづらい現代文ですが、短期集中で問題演習を行うことで

今後学習していくための地力をつけていきます。 

物理 

前期  13:00～14:30（90分間） 

電磁気学の基本を予習していきます。力学と並んで電磁気学は、大学入試において必ず出題される分野です。

早めに全体像を見て余裕をもって受験に挑みましょう。 
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高Ⅲ対象の講座 

 高Ⅲ生は、大学入試直前対策として、志望校に合わせた最終チェックを行います。事前に生徒と打ち合わせを

行い、得点率の高い単元や弱点となる単元を徹底的に洗い出し、それに基づいて授業を行います。 

期間：12月 24日（火）～28日（土） 

■  英語          13:00～14:30 （90分間） 

■  数学Ⅲ        14:40～16:10 （90分間） 

■  数学ⅠA・ⅡB  10:40～12:10 （90分間） 

■  現代文        16:20～17:50 （90分間） 

■  古文           9:00～10:30 （90分間） 

■  日本史        10:40～12:10 （90分間） 

■  世界史        10:40～12:10 （90分間） 

■  化学          16:20～17:50 （90分間） 

■  物理           9:00～10:30 （90分間） 

■  小論文        14:40～16:10 （90分間）

■  大学英語入門                14:40～16:10 （90分間） 

■  レポート作成特訓講座        16:20～17:50 （90分間） 

中学生対象の講座 

・学び直し講座 

 学年の最初から現在まで学習した、単元のプリントを演習形式で解いていき、わからない部分は解説を加えな

がら進めていきます。弱点を確認し、克服するのに最適な講座ですので、ぜひご参加ください。 

 

前期：12月 24日（火）～28日（土） 

■ 英語 09:00〜10:30 （90分間） 

■ 数学 10:40〜12:10 （90分間） 

 

後期： 1月 4日（土）～ 7日（火） 

■ 英語 10:20〜12:10 （110分間） 

■ 数学 13:00〜14:50 （110分間） 

■ 国語 15:00〜16:50 （110分間） 

・HW 特訓 

 この講座では、冬休みの宿題をチュータリング形式で指導します。「自分で解いた」という実感を持たせ、

その後の学習に対するモチベーションを高めるのに最適な講座です。どうしても後回しにしがちな長期休みの

宿題を、年を越す前にしっかり終わらせましょう。 

期間：12月 24日（火）～28日（土） 時間：13:00～14:30 （90分間） 

・英検単語講座（全学年対象 ※英検準 2級まで） 

 学校がある期間だとなかなか手が付けられない英検勉強。長期休みの間にまずはしっかり単語だけでも力をつ

けておくだけで、合格への近道となります。英検単語の勉強だけではなく、普段の勉強でも単語を覚える力をつ

けていきます。 

期間：12月 24日（火）～28日（土） 時間：14:40～16:10 （90分間） 

・中 3 英語・数学（中 3のみ） 

英語 期間：12月 24日（火）～28日（土） 時間：13:00～14:30 （90分間） 

数学 期間：12月 24日（火）～28日（土） 時間：14:40～16:10 （90分間） 
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お申込み・料金について 

 

◆ お申込みについて 

同封されているお申込み用紙に必要事項を記入し、16:00以降に直接教務運営事務局（聖学

院中学高等学校本館 4 階 402 教室）にお持ちいただくか、お申込用紙をスキャンしていただ

き、Evening特別講座教務運営事務局の電子メール( evening.special.seminar@gmail.com ) 

か FAX（03-5980-7847）にご送信ください。上記 2つが難しい場合は、担任の先生にお渡しく

ださい。 

申込締切：2019年 12月 16 日（月） 

◆ 料金について（税込） 

中学生 1科目 18,700円 高校生 3科目  66,000円 

高校生 1科目 23,100円 高校生 4科目  88,000円 

高校生 2科目 46,200円 高校生 5科目 110,000円 
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冬期合宿 
Evening 特別講座は、高Ⅱ・高Ⅲを対象に、以下の日程で受験直前合宿を行います。入試直前の要点整

理を泊り込みで行いますので、集中して最終確認ができます。現在講座に通っていない方の参加も可能で

すので、ご興味のある方は、Evening特別講座教務運営事務局までお問い合わせください。 

申込締切：2019年 12月 14 日（土） 

 

記 

名称：Evening特別講座受験直前合宿 

日程：2020年１月 4日（土）～1月 7日（火） 3泊 4日 

場所：都内研修施設 

対象：聖学院高等学校に通う高校Ⅰ～Ⅲ年生 ※他学年で参加したい方はご相談ください 

最少催行人数：10名 

料金：高Ⅰ～高Ⅱ 77,000円（税込） 

高Ⅲ      99,000円（税込） 

※ 参加者には後日ガイダンスを行います 

Evening特別講座教務運営事務局 

TEL/FAX ：03-5980-7847（授業中は留守電にご用件をお伝えください） 

WEB     ：http://www.especialseminar.com/（「Evening特別講座」で検索） 

e-mail  ：evening.special.seminar@gmail.com 


