2021 年度 夏期講習
中１
中２
中３

向陽中学・桐蔭中学の

高校受験がない

というメリットを最大限に活かし、大学受験につながる

力をつけていくクラスです。この夏期講習では、集中的に先取り学習を行い、９月以降の学習をス
ムーズにし、定期考査での高得点を目指します。また、各学年ともこれまでに学習した内容を復習
する特別講座を設け、この夏での弱点克服につなげます。中３には別途、高校内容に踏み込むハイ
レベルな講座も設置。さらにレベルアップしたい生徒におすすめです。

夏期講習 開講教室
【向陽中学完全専門クラス】ターミナル校

【桐蔭中学完全専門クラス】小松原校

中１ 夏期講習講座
※７月までの学校の授業進度により、指導単元を調整する場合があります。

中１ 数学

4701

[180 分 ×3 日 +120 分 ×2 日 ]

中１ 英語

4702

[180 分 ×3 日 +120 分 ×2 日 ]

【学習単元】一次方程式の利用・比例、反比例

【学習単元】３人称単数現在形・What time〜

中１重要単元の１つである「一次方程式の利用」をメイ

９月以降、学校では例年進度が速くなり、かつ様々な単

ンテーマとします。中学３年間のみならず高校でも重要

元が重なるため、学習内容の難易度が急激に上がります。

な方程式の概念について、その基礎を構築します。

夏期講習では、９月以降の学習単元の中でも特に重要な

夏期講習後半には、比例・反比例の基本まで学習してい
きます。

「３人称単数現在形」を理解・定着させ、英作文が書け
るレベルをめざします。

中１夏期 国語・理科・社会講座

１コース：4731

３コース：4733

２コース：4732

４コース：4734

[１コース（教科選択）につき、70 分 ×5 回 ]
タブレットを利用した映像授業と、GESの勉強方法を融合させた「完全個別対応」の
『Netゼミ』。夏の期間を利用して、次回定期考査に向けた先取り学習や基礎固め、これ
までに学習した内容の苦手単元総復習など、ひとり一人にあわせて必要なコース・教科
を選んで受講できます。
※９月以降、通年授業でもNetゼミ（定期考査対策予習コース）申込希望の方は、ぜひご相談ください。
※夏期間講習期間内で受講いただく講座です。自己都合で全ての回数を受講できない場合、９月以降への
繰越はされませんので、ご了承ください。

【コース】※希望コースを選択

定期考査対策予習コース

単元別復習コース

【内容】

【教科】※希望教科を選択

９月以降に学習する内容を予習するコース。
この夏に先行で学習し、基礎を固めておくことで、次回定期考査
に向けて、高い理解度と余裕を持った学習をめざします。
単元を絞り込み、復習するコース。定期考査でつまずいた単元や
これまでに学習した内容の復習が可能です。
（個々に学習単元を提案・相談します）

中１ 夏期実力テスト

数学

英語

国語

国語・理科・社会

理科・社会

8/28（土）実施

４月から積み重ねてきた実力を確認。[各教室で実施]
※時間帯は、
「夏期講習時間割」をご確認ください。

塾生必修

中１ 夏期講習講座
向陽中・桐蔭中合同講座（ターミナル校で開講）※講座により実施教室が異なります
中１ 短期復習講座 数学
[ 120 分 ×2 日 ]

●

4711

ターミナル３号館で開講

中１ 短期復習講座 英語
[ 120 分 ×2 日 ]

●

4712

ターミナル３号館で開講

４月からの学習内容をもう一度短期で速習。各単元の

４月からの学習内容をもう一度短期で速習。各単元の

重要ポイントの理解と定着、そして定期考査出題レベ

重要ポイントの理解と定着、そして定期考査出題レベ

ルに対応した復習を行います。これまでの学習範囲に

ルに対応した復習を行います。これまでの学習範囲に

おける不安な箇所をそのままにせず、この夏で定着を

おける不安な箇所をそのままにせず、この夏で定着を

図ります。

図ります。

※完全専門クラスで４月から夏期講習前までに学習する単元

※完全専門クラスで４月から夏期講習前までに学習する単元

が指導範囲となります。この夏から新たに数学を受講する

が指導範囲となります。この夏から新たに英語を受講する

生徒の復習や、未習範囲の学習にも適した講座です。

生徒の復習や、未習範囲の学習にも適した講座です。

中１
[ 120 分 ×2 日 ]

English Quest
●

ターミナル２号館で開講

4715
【授業の流れ】

英語の単語・熟語を中心としたテスト形式の講座。あらかじめ決められた範囲に基

テキスト暗記

づきテストを行います。合格点に満たない場合は何度でもやり直しをします。定期

スピードを上げて、決められた
範囲を集中的に暗記。

考査や英検準備にもつながる、英語基礎力を鍛えるのに最適の講座です。
【コース】※希望コースを選択 【内容】

合格するまでテスト

中１から中３までの基礎〜標準レベルの単語を、この夏を利用

スタンダードコース

して先行して覚えていきます。すでに習っている単語で忘れて
しまっているものもこの機会にチェックします。テスト形式で
クリアできるまで繰り返すことで覚え込んでいきます。
高校中級程度の重要単語、熟語を中心に、テスト形式でマスタ

アドバンストコース

ーしていきます。英検準２級・２級合格を目指す生徒に適した
レベルです。テスト形式でクリアできるまで繰り返すことで覚
え込んでいきます。

確実に覚えることができたかテ
スト。不合格の場合は間違えた
問題を10回書き、合格するま
で何回も再テストします。

クリアしたら次の範囲へ!!

中２ 夏期講習講座
※７月までの学校の授業進度により、指導単元を調整する場合があります。

中２ 数学

4703

[180 分 ×3 日 +120 分 ×2 日 ]

中２ 英語

4704

[180 分 ×3 日 +120 分 ×2 日 ]

【学習単元】一次関数（応用）・平行と合同

【学習単元】第４文型・第５文型・比較

一次関数（応用）では身の回りの事象について関数を用

中２での学習単元の中でも特に重要な単元であり、10

いて表現し解決する方法や、図形の性質を用いた融合問

月の定期考査の範囲になることが予想される第４文

題に取り組み数学的な考え方を育成します。その後の学

型・第５文型・比較について、集中的に先行して学習

習単元である「平行と合同」にも踏み込み、関数の利用

します。この夏を通して、英作文で使えるレベルをめ

で不可欠な図形の性質について学習をします。

ざします。

中２夏期 国語・理科・社会講座

１コース：4731

３コース：4733

２コース：4732

４コース：4734

[１コース（教科選択）につき、70 分 ×5 回 ]
タブレットを利用した映像授業と、GESの勉強方法を融合させた「完全個別対応」の
『Netゼミ』。夏の期間を利用して、次回定期考査に向けた先取り学習や基礎固め、これ
までに学習した内容の苦手単元総復習など、ひとり一人にあわせて必要なコース・教科
を選んで受講できます。
※９月以降、通年授業でもNetゼミ（定期考査対策予習コース）申込希望の方は、ぜひご相談ください。
※夏期間講習期間内で受講いただく講座です。自己都合で全ての回数を受講できない場合、９月以降への
繰越はされませんので、ご了承ください。

【コース】※希望コースを選択

【内容】

【教科】※希望教科を選択

９月以降に学習する内容を予習するコース。

定期考査対策予習コース

この夏に先行で学習し、基礎を固めておくことで、次回定期考査
に向けて、高い理解度と余裕を持った学習をめざします。

国語・理科・社会

単元を絞り込み、復習するコース。定期考査でつまずいた単元や

単元別復習コース

理科・社会

これまでに学習した内容の復習が可能です。
（個々に学習単元を提案・相談します）

中２ 夏期実力テスト

数学

英語

国語

理科

社会

8/29（日）実施

４月から積み重ねてきた実力を確認。[各教室で実施]
※時間帯は、
「夏期講習時間割」をご確認ください。

塾生必修

中２ 夏期講習講座
向陽中・桐蔭中合同講座（ターミナル校で開講）※講座により実施教室が異なります
《重要単元復習》

中２ Catch Up 数学
[ 120 分 ×2 日 ]

●

《重要単元復習》

4713

ターミナル３号館で開講

中２ Catch Up 英語
[ 120 分 ×2 日 ]

●

4714

ターミナル３号館で開講

主に中１で学習した数学の内容の中で、中２でこれから

主に中１で学習した英語の内容の中で、中２でこれから

習う内容に直結する重要単元をピックアップして集中的

習う内容に直結する重要単元をピックアップして集中的

に復習します。中２で習う単元をスムーズに理解するた

に復習します。中２で習う単元をスムーズに理解するた

めに、また、自分ではなかなかできない前学年のチェッ

めに、また、自分ではなかなかできない前学年のチェッ

クと弱点克服に最適です。

クと弱点克服に最適です。

中２
[ 120 分 ×2 日 ]

English Quest
●

ターミナル２号館で開講

4715
【授業の流れ】

英語の単語・熟語を中心としたテスト形式の講座。あらかじめ決められた範囲に基

テキスト暗記

づきテストを行います。合格点に満たない場合は何度でもやり直しをします。定期

スピードを上げて、決められた
範囲を集中的に暗記。

考査や英検準備にもつながる、英語基礎力を鍛えるのに最適の講座です。
【コース】※希望コースを選択 【内容】

合格するまでテスト

中１から中３までの基礎〜標準レベルの単語を、この夏を利用

スタンダードコース

して先行して覚えていきます。すでに習っている単語で忘れて
しまっているものもこの機会にチェックします。テスト形式で
クリアできるまで繰り返すことで覚え込んでいきます。
高校中級程度の重要単語、熟語を中心に、テスト形式でマスタ

アドバンストコース

ーしていきます。英検準２級・２級合格を目指す生徒に適した
レベルです。テスト形式でクリアできるまで繰り返すことで覚
え込んでいきます。

確実に覚えることができたかテ
スト。不合格の場合は間違えた
問題を10回書き、合格するま
で何回も再テストします。

クリアしたら次の範囲へ!!

中３ 夏期講習講座
※７月までの学校の授業進度により、指導単元を調整する場合があります。

中３ 数学

4705

[180 分 ×3 日 +120 分 ×2 日 ]

中３ 英語

4706

[180 分 ×3 日 +120 分 ×2 日 ]

【学習単元】２乗に比例する関数

【学習単元】関係代名詞・仮定法

基礎的な曲線のグラフの性質からはじまり、学校でも

中３での学習単元の中でも特に難易度の高い「関係代名

多数取り上げられる身の回りの事象についての利用を

詞」「仮定法」を、夏期講習を通して学習していきます。

学びます。同時に、二次方程式の解とグラフとの関係

10月の定期考査での出題を見据えて定着をはかります。

性にも踏み込み、その理解度をさらに高めます。高校

夏までで中３の主要単元の学習を終え、９月以降には、

数学の最重要単元である二次方程式・二次関数の基礎

中３受験生が数多く触れる高校入試問題も扱いながら、

になる知識を夏で完成させます。

総合力を鍛えていきます。

中３夏期 国語・理科・社会講座

１コース：4731

３コース：4733

２コース：4732
４コース：4734

[１コース（教科選択）につき、70 分 ×5 回 ]
タブレットを利用した映像授業と、GESの勉強方法を融合させた「完全個別対応」の
『Netゼミ』。夏の期間を利用して、次回定期考査に向けた先取り学習や基礎固め、これ
までに学習した内容の苦手単元総復習など、ひとり一人にあわせて必要なコース・教科
を選んで受講できます。中１・中２範囲の短期復習にも最適です。
※９月以降、通年授業でもNetゼミ（定期考査対策予習コース）申込希望の方は、ぜひご相談ください。
※夏期間講習期間内で受講いただく講座です。自己都合で全ての回数を受講できない場合、９月以降への
繰越はされませんので、ご了承ください。

【コース】※希望コースを選択

【内容】

【教科】※希望教科を選択

９月以降に学習する内容を予習するコース。

定期考査対策予習コース

この夏に先行で学習し、基礎を固めておくことで、次回定期考査
に向けて、高い理解度と余裕を持った学習をめざします。

国語・理科・社会

単元を絞り込み、復習するコース。定期考査でつまずいた単元や

単元別復習コース

理科・社会

これまでに学習した内容の復習が可能です。
（個々に学習単元を提案・相談します）

中３ 和歌山県統一模試

数学

英語

国語

理科

社会

8/29（日）実施

中１から積み重ねてきた実力を確認。[各教室で実施]
※時間帯は、
「夏期講習時間割」をご確認ください。

塾生必修

中３ 夏期講習講座
向陽中・桐蔭中合同講座（ターミナル校で開講）※講座により実施教室が異なります
《重要単元復習》

《重要単元復習》

中３ Catch Up 数学
[ 120 分 ×2 日 ]

●

4713

ターミナル３号館で開講

中３ Catch Up 英語
[ 120 分 ×2 日 ]

●

4714

ターミナル３号館で開講

中１・中２で学習した数学の内容の中で、中３でこれか

中１・中２で学習した英語の内容の中で、中３でこれか

ら習う内容に直結する重要単元をピックアップして集中

ら習う内容に直結する重要単元をピックアップして集中

的に復習します。中３で習う新単元をスムーズに理解す

的に復習します。中３で習う新単元をスムーズに理解す

るために、また、自分ではなかなかできない中１・中２

るために、また、自分ではなかなかできない中１・中２

の重要単元のチェックと弱点克服に最適です。

の重要単元のチェックと弱点克服に最適です。

中３
[ 120 分 ×2 日 ]

English Quest
●

4715
【授業の流れ】

ターミナル２号館で開講

英語の単語・熟語を中心としたテスト形式の講座。あらかじめ決められた範囲に基

テキスト暗記

づきテストを行います。合格点に満たない場合は何度でもやり直しをします。定期

スピードを上げて、決められた
範囲を集中的に暗記。

考査や英検準備にもつながる、英語基礎力を鍛えるのに最適の講座です。
【コース】※希望コースを選択 【内容】

合格するまでテスト

中１から中３までの基礎〜標準レベルの単語を、この夏を利用

スタンダードコース

して覚えていきます。すでに習っている単語で忘れてしまって
いるものもこの機会にチェックします。テスト形式でクリアで
きるまで繰り返すことで覚え込んでいきます。
高校中級程度の重要単語、熟語を中心に、テスト形式でマスタ

アドバンストコース

ーしていきます。英検準２級・２級合格を目指す生徒に適した
レベルです。テスト形式でクリアできるまで繰り返すことで覚
え込んでいきます。

確実に覚えることができたかテ
スト。不合格の場合は間違えた
問題を10回書き、合格するま
で何回も再テストします。

クリアしたら次の範囲へ!!

中３《発展学習》一歩先の数学
[180 分 ×1 日 ]

●

ターミナル２号館で開講

これまで学習してきたことが高校数学ではどのように発展していくのか、高１最初の単元
「数と式」をひと足先に学習します。数学が好き、得意にしたい！そんな生徒のための、中
高一貫生だからこそできる発展学習です。

4736

