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冬期講習 開講教室・学年

ターミナル校

小４・小５冬期講習開講期間

小６入試直前プログラム期間

※小４・小５「ハイレベル算数」「代表講座 学び場」は1/15（日）に実施されます。
2022.12.17（土）～ 2023.1.10（火）

2022.12.17（土）～ 2023.1.19（木）

小６小４ 小５

2022 年度　冬期講習



小４ 冬期講習講座
小４ 冬期講習 必修講座

小４ 算数

小４ 冬期  適性検査基礎講座

今後の算数の内容をスムーズに理解するためには、
今までに学習した単元内容の定着が必要です。その
中でも特に重要な単元「大きな数・がい数」「角・四
角形・面積」「小数の計算｣、３学期の予習をふくむ
「分数の計算」「直方体と立方体」について、さらに
理解を深めていきます。また、適性検査の問題を意
識した思考力・記述力・表現力のトレーニングも開
始します。

小４ 国語・作文

「物語文」「説明文」「詩」の読解を行いながら、長文
読解のポイントであるキーワードをもとに「情景や
人物の心情の読み取り」「指示内容の読み取り」「段
落のつながりを考える」など、今までに習った考え
方を定着させるトレーニングを行います。この学習
は、受験に必要である適性検査や入試作文の課題文
の主題（要旨）をとらえる力につながります。

プラザホープ２Ｆ 会議室

適性検査問題では小学校で身につけた基礎的な力にもとづき、自然や身近な事
柄についての課題が出題されます。解答作成では考え方をまとめたり、説明し
たりする表現力も必要です。２年後の入試合格に向けて、まずは課題文を読む
ためのポイントとなる情報を整理して解答するトレーニングを行います。
（「資料やグラフの見方」「条件の整理」「数量」「図形」など）
あわせて、在宅型・映像配信を行い、適性検査問題にチャレンジする機会を設
けます。【配信期間：12/26（月）～ 1/15（日）】

13:30～16:40

筆記用具・日頃使用しているノート・飲み物（お茶）

会 場

持ち物

6601

[120分×2日＋180分×1日＋算数トレプロ Online]

[180分×1日＋在宅型・映像配信 ]

[120分×2日＋180分×1日 ]

12/25（日）

算数トレプロ Online算数受講生
必修 GES附設「パズル道場」の優れたコンテンツで、「数量感覚」「図形把握力」「イメージ

化力」「思考力」などの算数学力の土台を強くするトレーニングプログラムです。

在宅オンライン講座

会場にて指導12/25（日）
課題文を読むためのポイントとなる
情報を整理して解答するトレーニング。
（授業テキストは、当日配付します）

在宅型・映像配信
適性検査タイプの問題にチャレンジ。
（12/25（日）の講座時、テキストを配付します）
※詳細は申込者にあらためてお伝えします。

※在宅型・映像配信について、Wi-FiなどのNet環境のないご家庭についてはご相談ください。

※冬期講習オープン生の方には、改めて詳細をお伝えします。※Wi-FiなどのNet環境のないご家庭についてはご相談ください。

講座に
ついて ＋

● マスク着用ください　　※テキストは講座当日に配付します。

※送迎バスの運行はございません。ご家庭の送迎のご協力をお願いいたします。



会 場

定 員 対 象

筆記用具・国語辞典・蛍光マーカー（２種類・色は自由）
レポート用紙（種類は自由）・飲み物（お茶）

持ち物

持ち物

人としての大事なテーマについて考え、気づき、深め、まとめ、それを言葉で
表現することを通して、「思考力」「表現力」「記述力」をみがく講座です。
また、人の考えをしっかり聞き、理解する力「傾聴力」「気づき力」も高めます。
山下代表が繰りだす、笑いと集中が切りかわる楽しい雰囲気の中、県立中学受
験に必要な力を身につけることができます。

小４・小５

代表講座「学び場」 ～Brain&Heart～ 6651

[150分×1日 ]

[50分×2コマ]

10:00～11:50

ビッグ愛８Ｆ 会議室

ビッグ愛８Ｆ 会議室会 場1/15（日）

13:00～15:301/15（日）

小４ 冬期講習講座

12/1（木） 12:00～受付スタート
12/2（金）以降 10:00～20:00 （日祝除く）

電話申込

073-476-0450
※電話での先着順受付となります。費用などの詳細は、別紙をご確認ください。

45名

小４ ハイレベル算数

算数が得意な生徒のための講座です。この講座では、日ごろの学習では取り組
まないようなハイレベルな問題にチャレンジし、算数の問題の答えに至る思考
プロセスに磨きをかけます。問題を読み解く際に必要なひらめきや、多角的に
物事を考える思考力を鍛えます。

算数のノート（ふだん使っているもので可）・筆記用具・飲み物（お茶）・(代表講座 学び場も申し込む場合）昼食
● マスク着用ください

● マスク着用ください

※送迎バスの運行はございません。ご家庭の送迎のご協力をお願いいたします。

※送迎バスの運行はございません。ご家庭の送迎のご協力をお願いいたします。

※テキストは講座当日に配付します。

6605

小４ 冬期実力Ｖテスト
算数 国語

冬期講習で養った力を確認します。[各教室で実施]
※時間帯は、「冬期講習時間割」をご確認ください。 塾生必修

1/8（日）実施



小５ 冬期講習 必修講座

小５ 数理講座 算数 小５ 数理講座 理科

筆記用具・日頃使用しているノート・昼食・飲み物（お茶）

会 場

持ち物

入試に必要な読解力・記述力の基礎を冬期講習で固
めます。今までの論理講座で学習した「一文の構造
（主語・述語・修飾語・助詞の理解）」を総復習します。
作文を書くための基礎固めとなります。
また、物語文、説明文、随筆などの文章読解問題の
演習を通じて、要約力や記述力を高めていきます。

今までの学習単元内容の中でも特に重要な単元であ
る「倍数と約数」「図形の性質」や適性検査での出
題率の高い「単位量あたりの大きさ」「割合」など
について学習し、理解を定着させます。
適性検査の問題を意識した思考力・記述力・表現力
のトレーニングも行います。

小５ 論理講座・作文

今までの学習単元内容の中で特に重要な単元と、３
学期の予習となる単元について学習します。
主に「植物と動物」「もののとけ方とのう度」「流
水のはたらき」「天気」「回路と電磁石」「ものの
運動」について学習します。また、適性検査対策と
して、学習した知識を整理し文章化するトレーニン
グを行い、表現力を高めます。

適性検査問題では小学校で身につけた基礎的な力にもとづき、自然や身近な事柄に
ついての課題が出題されます。解答作成では考え方をまとめたり、説明したりする
表現力も必要です。１年後の入試合格に向けて、解答作成に必要な基礎力のトレー
ニングを行います。課題文の情報を整理し、文系分野・理系分野の問題に挑戦します。
あわせて、在宅型・映像配信にて、適性検査問題にチャレンジする機会を設けます。
【配信期間：12/26（月）～ 1/15（日）】
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※在宅型・映像配信について、Wi-FiなどのNet環境のないご家庭についてはご相談ください。

小５ 冬期講習講座

[120分×2日＋180分×1日＋算数トレプロ Online]

[120分×2日＋180分×1日 ]

[360分×1日＋在宅型・映像配信 ]

[120分×2日＋180分×1日 ]

小５ 冬期  適性検査先行講座

10:00～16:4012/25（日）

講座に
ついて

会場にて指導12/25（日）
解答作成に必要な基礎力の
トレーニングを行います。
（授業テキストは、当日配付します）

在宅型・映像配信
適性検査タイプの問題にチャレンジ。
（12/25（日）の講座時、テキストを配付します）
※詳細は申込者にあらためてお伝えします。

算数受講生必修

GES附設「パズル道場」の優れたコンテンツで、
「数量感覚」「図形把握力」「イメージ化力」
「思考力」などの算数学力の土台を強くする
トレーニングプログラムです。

算数トレプロ Online

在宅オンライン講座

※冬期講習オープン生の方には、改めて詳細をお伝えします。
※Wi-FiなどのNet環境のないご家庭についてはご相談ください。

＋

プラザホープ４Ｆ 会議室

● マスク着用ください　　※テキストは講座当日に配付します。

※送迎バスの運行はございません。ご家庭の送迎のご協力をお願いいたします。



小５ 冬期講習講座

小５ 冬期実力Ｖテスト
算数 国語 理科 社会
冬期講習で養った力を確認します。[各教室で実施]
※時間帯は、「冬期講習時間割」をご確認ください。 塾生必修

1/8（日）実施

会 場

持ち物

人としての大事なテーマについて考え、気づき、深め、まとめ、それを言葉で
表現することを通して、「思考力」「表現力」「記述力」をみがく講座です。
また、人の考えをしっかり聞き、理解する力「傾聴力」「気づき力」も高めます。
山下代表が繰りだす、笑いと集中が切りかわる楽しい雰囲気の中、県立中学受
験に必要な力を身につけることができます。

代表講座「学び場」 ～Brain&Heart～ 6651

[150分×1日 ]

[50分×2コマ]

10:00～11:50

ビッグ愛８Ｆ 会議室

ビッグ愛８Ｆ 会議室会 場1/15（日）

13:00～15:301/15（日）

12/1（木） 12:00～受付スタート
12/2（金）以降 10:00～20:00 （日祝除く）

電話申込

073-476-0450
※電話での先着順受付となります。費用などの詳細は、別紙をご確認ください。

小５ ハイレベル算数

算数が得意な生徒のための講座です。この講座では、日ごろの学習では取り組
まないようなハイレベルな問題にチャレンジし、算数の問題の答えに至る思考
プロセスに磨きをかけます。問題を読み解く際に必要なひらめきや、多角的に
物事を考える思考力を鍛えます。

算数のノート（ふだん使っているもので可）・筆記用具・飲み物（お茶）・(代表講座 学び場も申し込む場合）昼食
● マスク着用ください

※送迎バスの運行はございません。ご家庭の送迎のご協力をお願いいたします。

※テキストは講座当日に配付します。

定 員 対 象

筆記用具・国語辞典・蛍光マーカー（２種類・色は自由）
レポート用紙（種類は自由）・飲み物（お茶）

持ち物

小４・小５45名

● マスク着用ください

※送迎バスの運行はございません。ご家庭の送迎のご協力をお願いいたします。

6616

塾生専用 通年授業選択講座 英語トレプロ online
2020 年から小学校 5・6 年生の正式教科になった英語の学習指導要領に準拠したテキストで、「読む・

書く ・ 聴く ・ 話す」 の英語学力を養います。 1 講座約 50 分を目安にした Online講座です。 受講曜

日 ・ 時間は自由ですから、 無理なく学習できます。 

※冬期講習の講座ではございません。 　※申込方法など、 詳しくはお問い合わせください。 



県立中学受験専門クラス　小６入試直前プログラム
県立中学校合格にむけた万全のプログラム

12月

1月

12/17（土）～12/30（金）

冬期直前講習
● 適性検査対策  算数
● 適性検査対策  理科
● 作文対策＆適性検査対策  国語
● 適性検査対策  社会

合格への面接対策セミナー&
最終受験生ガイダンス
（詳しくはp17をご確認下さい）

入試直前そっくりテスト会

[ビッグ愛 会議室]

個別面接指導＆チャレ勉 （各教室実施）

1/21（土）・22（日） 県立中学校入試 入試当日ケア・サポート

受験ガイダンス

合格力を高め、定着させるための総仕上げ！

合格ノウハウ　～合格への必勝ポイント～

面接への万全の準備。「質問」→「返答」の実際の練習

入試本番を疑似体験。合格答案の書き方を完全指導！

入試直前まで、しっかりバックアップします！

実力と自信と実戦力を高めて、いざ本番へ！

※いずれか１日

（教室実施 + 特別会場実施）

特別会場実施日程
12/18（日）・12/24（土）・12/25（日）
県民文化会館  会議室

11/26（土）・12/4（日）

※いずれか１日1/3（火）・1/4（水）

1/5（木）・1/7（土）・1/8（日）・1/9（月・祝）・
1/14（土）・1/15（日）

11/24（木）12:00～
電話受付開始 

1/6（金）～1/19（木）

小６ 冬期講習講座



小６ 冬期直前講習　12/17（土）～12/30（金）

小６ 適性検査対策 算数 小６ 適性検査対策 理科

6621

小６ 小６ 適性検査対策 社会

適性検査対策として、出題が予測される算数分野の重
要知識の総まとめを行います。合格に必要となる知識
を整理し、記述力を高めるため、実戦問題を用いてト
レーニングします。また、入試本番のスピード力をつ
けるため、１問５分～１０分程度で解くトレーニング
も行い、県立中学校合格をめざします。

特に、12/18・12/24・12/25の特別会場の講座では、
適性検査本番を意識して問題にチャレンジ。
解答・解説を通して、適性検査合格答案作成の重要ポ
イントを指導します。

適性検査対策として、出題が予測される理科分野の
重要知識の総まとめを行います。合格に必要となる
知識を整理し、記述力を高めるため、実戦問題を用
いてトレーニングします。また、入試本番のスピー
ド力をつけるためのトレーニングも行い、県立中学
校合格をめざします。

特に、12/18・12/24・12/25の特別会場の講座で
は、適性検査本番を意識して問題にチャレンジ。
解答・解説を通して、適性検査合格答案作成の重要
ポイントを指導します。

県立中学校合格の重要なカギを握る作文。入試で出
題が予想されるいろいろなパターン「文章を読んで」 
「グラフや資料から読み取る」「イラストや写真を見
て」など、テーマ別の作文問題に取り組み作文力を
合格できるレベルに高めていきます。また、国語分
野の適性検査対策として重要知識の総まとめを行い、
県立中学校合格をめざします。

特に、12/18・12/24・12/25の特別会場の講座で
は、適性検査・作文本番を意識して問題にチャレンジ。
解答・解説を通して、作文や適性検査合格答案作成
の重要ポイントを指導します。

作文対策＆適性検査対策 国語

実戦問題・類似問題を用いて適性検査対策のトレー
ニング（演習・解説）を行います。また、入試本番
のスピード力をつけるため、１問５分～１０分程度
で解くトレーニングも行い、県立中学校合格をめざ
します。

特に、12/18・12/24・12/25の特別会場の講座では、
適性検査本番を意識して問題にチャレンジ。
解答・解説を通して、適性検査合格答案作成の重要
ポイントを指導します。

冬期直前講習について

※特別会場での授業に関して、送迎バスの運行はございません。ご家庭での送迎のご協力をお願いいたします。

特別会場の授業
（12/18・12/24・12/25以外） （12/18・12/24・12/25） 

県民文化会館 会議室
[算・国・理・社  各90分×3日]

+[算 180分×2日 / 国・理 各120分×1日＋180分×1日
 / 社 120分×1日]

冬期直前講習は、知識を整理し解答力をつける各教室での授業と、合格力を高めて定着させる特別会場の授業を組み合わせ
て実施いたします。教科ごとの入試時の心構えについての指導もふくめた講座となります。

GES各教室での授業

小６ 冬期講習講座

[180分×2日＋90分×3日 ] [120分×1日＋180分×1日＋90分×3日 ]

[120分×1日＋180分×1日＋90分×3日 ] [120分×1日＋90分×3日 ]



6631

小６ 合格への面接対策セミナー＆最終受験生ガイダンス

小６ 入試直前そっくりテスト会

小６ 個別面接指導＆チャレ勉

11/24（木） 12:00～受付スタート
11/25（金）以降 10:00～20:00 （日祝除く）

セミナー当日、夏の受験ガイダンスで配付（購入）している「県立中学入試 面接の重要ポイント＆想定質問集」
をご持参ください。  ※夏の受験ガイダンス以降にご入会いただいた方は、入会時にご購入いただいています。
（お持ちでない場合はご購入いただくことができます。教室までご連絡ください）

※①～⑤のいずれかを選択してお申込みください。※各日時とも定員制です。（申込み順受付／定員に達し次第締切）
※お電話をいただいた時点で、すでにご希望日時が締切となっている場合は、空席のある別日時での受付となります。
　あらかじめご了承ください。

①　  　１月３日（火）
②　  　１月３日（火）
③　  　１月４日（水）
④　  　１月４日（水）
⑤　  　１月４日（水）

GES海南駅前校
GESパームシティ校
ビッグ愛  １Ｆ大ホール
ビッグ愛  １Ｆ大ホール
ビッグ愛  １Ｆ大ホール

日時・会場
①～⑤のいずれかを

   選択してお申込みください。
【申込み順受付】

【定員に達し次第締切】

11/24（木）12:00～ GES事務局にて電話受付スタート（先着順）

9:50～12:35

14:10～16:55

9:50～12:35

13:15～16:00

16:45～19:30

「質問→返答」の実際の練習を行います。夏の受験ガイダンスで配付（購入）している面接試験の想定質問集に基
づいて、事前準備をしておいてください。その他、「面接試験での重要注意事項」「県立中学の面接試験情報」「ラ
スト３週間　必ずやるべきこと・絶対に注意すべきこと（入試直前の最終受験対策など）」「入試当日の雰囲気」
などについてもお話いたします。

小６会員と保護者 無料 ※テキスト費500円（税込550円）別途必要 [塾生には配付済み]対 象 費 用

申込み

会 場

持ち物

電話申込

電話申込

073-476-0450

筆記用具・日頃使用しているノート・昼食・飲み物（お茶）

※送迎バスの運行はございません。ご家庭での送迎のご協力をお願いいたします。

いずれも10:00～16:40
[適性検査対策総合問題・作文対策] 360分×6日

GESが独自に作成する「県立中学入試想定問題 (適性検査・作文) 」を実施。
入試本番を疑似体験する場を設け、時間の使い方・解き方から合格答案の書き方まで完全指導いたします。
６日間を通して、解答力・表現力を更に高め、合格へ導きます。

ビッグ愛 会議室

1/5（木）・1/7（土）・1/8（日）・1/9（月・祝）・1/14（土）・1/15（日）

GES各教室会場 ※通常授業同様、送迎バスの運行がございます。

入試直前期、各教室において無料で希望者対象の個別面接指導とチャレ勉を行います。最後の総仕上げとなる期間です。

無料費用

※実施日は各教室により異なります。詳しい日程については、冬期講習時間割（クラス）を
　ご確認の上、出席してください。（事前のお申込みは必要ございません）

[120分×4日]
1/6（金）～1/19（木）

小６ 冬期講習講座

● マスク着用ください　　※テキストは講座当日に配付します。



県立中学校受験では、学校で学習した内容をもとにした適性検査と作文が実施されます。合格力に
つながる学力をつけるためには、まず、学習単元の知識が理解できていることが必要です。
この基礎準備講座「G-Prep」では、知識の確実な理解をめざすとともに、与えられた情報や必要
な条件をもとに、筋道を立てて考える論理的思考力を高めていきます。

３年生 クラス

ひ と 足 早 く、ム リ な く、安 心 し て 始 め ら れ る

３ 年 生 の 基 礎 準 備 講 座

算数 国語 学び場

費 用 無料回 数 全16回（算数・国語各７回／学び場２回）

会 場 小松原校 パームシティ校ターミナル校（３号館）・ ・

12月スタート



算数 国語

講 座 内 容

「いろいろ考えるのが楽しい！」「発表できて自信がついた！」
　　　　　の大人気講座を、３年生に特別開講します！

代表講座

人としての大事なテーマについて考え、気づき、深め、まとめ、それを言葉
で表現することを通して、「思考力」「表現力」「記述力」をみがく講座です。
人の考えをしっかり聞き、理解する力「傾聴力」「気づき力」も高めます。
山下代表が繰りだす、笑いと集中が切りかわる楽しい雰囲気の中、県立中学
受験に必要な力を身につけることができます。

12/24（土）9:25～ 11:55
プラザホープ２F１回目

2/19（日） 9:25～ 11:55
県民文化会館３F会議室２回目

「学び場」内で、「勉強オリエンテーション」を開催！
12/24の学び場では、最初の30分、保護者の方と生徒対象に「勉強オリ
エンテーション」を行います。GES代表 山下より、力のつく勉強の仕方
について、わかりやすくお伝えいたします。 代表 山下 幸男

講 師

主な内容 100分（50分×２）/日×７日 主な内容 100分（50分×２）/日×７日

「道のりって何だ？広さって何だ？」～長さ・面積・速さ～

「数字のあれこれ」～数の概念（小数・分数）～

「数字のあれこれ」～数の概念（大きな数）～

「どんな図形が見える？」～三角形・四角形～

「アンケートをとってみる」～資料の分類・整理～

「この資料から何がわかった？」～棒グラフ・折れ線グラフ～

「だいたいどれくらい？」～数の概念（およその数）～

「説明文の読解」～指示語の理解・話題の理解～
「ことわざ」「故事成語」

「物語文の読解」～人物と場面を学ぶ～
「文のしくみ」～主語・述語・修飾語①～

「作文・表現力をみがこう」～グラフを読み取り、意見を述べる～
「文の書きかえ」～整序文・主語・述語・修飾語②～

「作文・表現力をみがこう」～俳句の音数で標語をつくる・
メッセージを伝える・会話文を理解し、自分の考えを述べる～

「詩」～いろいろな表現方法～
「慣用句」「音訓読み」

「作文・表現力をみがこう！」～具体例を用いたスピーチ文～
「ことばの力」～この場面ではどんな言葉を使う？～

「作文・表現力をみがこう」～計画表を作ってみる～
「ことばの力」～反対の意味の言葉をさがす～


