
冬期講習 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
中２
中３

2022 年度　冬期講習

※中３「和歌山Vもし」は12/11（日）に実施されます。
2022.12.17（土）～ 2023.1.10（火）開講期間



※学習単元は学校の進度により調整する場合があります。

※中学校により学習内容が異なります。

中１ 数学 6701

[120分×2日＋180分×1日 ]

[120分×2日＋180分×1日 ]

この先高校まで学習する、空間図形の基盤になる重要
単元です。苦手意識を引きずりやすい、難易度の高い
単元でもあります。冬期講習を通して集中的に学習す
ることで、この単元を確実にクリアしていきます。
次回２月の定期考査も視野に入れて学習します。

【先行学習】空間図形（立体の計量と切断）

中１ 英語 6702

２月の学年末考査の範囲になる「過去進行形」「未来
形」を先行して学習します。終了しだい、学年末考査
の範囲になる既習単元を中心に復習を行います。

【先行学習】過去進行形・未来形

１年生で習う最終単元となる「未来形」の文章を先行
して学習します。２月の学年末考査に向けて余裕を持
って学習しておきます。また、学年末考査の範囲にな
る既習単元を中心に復習を行います。

【先行学習】未来形
【復習】これまでに学習した重要単元

１コース：6731 ２コース：6732
３コース：6733 ４コース：6734

[１コース（教科選択）につき、70分×3回 ]

単元別復習コース

単元別予習コース

【コース】 ※希望コースを選択 【内容】 【教科】 ※希望教科を選択

国語・理科・社会

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』。ひとり一人にあわせて必要なコース（予習・復習）・教科を選んで受講
できます。いずれのコースも、優先的に学習すべき単元をこちらから提案します。
※通年授業でNetゼミを受講している場合も、改めて申込みが必要です。
　通年授業の進度を維持して、次回定期考査範囲を進めます。復習コースの選択も可能です。

※１月以降、通年授業でもNetゼミ申込希望の方は、ぜひご相談ください。

※冬期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、３学期通年授業
　への繰越はされませんので、ご了承ください。

中１ 冬期  国語・理科・社会講座

単元をしぼり込み、復習をするコース。
苦手単元の克服や知識の整理に最適です。

３学期以降に学習する内容を、単元別に先取り学習します。
実力テストなどに対応できる力をつけていきます。

桐蔭中向陽中

中１ 冬期講習講座



6703 6704

6705

[90分×2日 ] ターミナル校３号館で開講 [90分×2日 ] ターミナル校３号館で開講

[120分×2日 ] ターミナル校３号館で開講

向陽中・桐蔭中合同講座
中１ 短期復習講座 数学 中１ 短期復習講座 英語

中１ English Quest

テキスト暗記

合格するまでテスト

クリアしたら次の範囲へ!!

スピードを上げて、決められた
範囲を集中的に暗記。

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。

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
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
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。

スタンダードコース

【コース】※希望コースを選択 【内容】

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。

アドバンストコース

【授業の流れ】

主に２学期中間考査、２学期期末考査範囲の《方程
式・比例・反比例》を学習します。応用問題では苦戦
する生徒も多く、次学年にも直結する重要単元をこの
機会に集中的に復習します。

特に夏以降に学習した単元を中心に、じっくりと復習
します。学習した文法も増えてきたこの時期に、重要
事項を整理して英語力の基盤を固めます。

中学校教科書レベルの単語・熟語を中心に、覚えきれていな
いものをチェックしながら、この先に学習する単語・熟語を
１つでも多くマスターしていきます。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。

中１ 冬期実力テスト
数学 英語 国語

これまでに積み重ねてきた実力を確認。[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

中１ 冬期講習講座

1/8（日）実施



※学習単元は学校の進度により調整する場合があります。

中２ 数学 中２ 英語6711 6712

１コース：6731 ２コース：6732
３コース：6733 ４コース：6734

単元別復習コース

単元別予習コース

【コース】 ※希望コースを選択 【内容】 【教科】 ※希望教科を選択

国語・理科・社会

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』。ひとり一人にあわせて必要なコース（予習・復習）・教科を選んで受講
できます。いずれのコースも、優先的に学習すべき単元をこちらから提案します。
※通年授業でNetゼミを受講している場合も、改めて申込みが必要です。
　通年授業の進度を維持して、次回定期考査範囲を進めます。復習コースの選択も可能です。

※１月以降、通年授業でもNetゼミ申込希望の方は、ぜひご相談ください。

※冬期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、３学期通年授業
　への繰越はされませんので、ご了承ください。

中２ 冬期  国語・理科・社会講座

単元をしぼり込み、復習をするコース。
苦手単元の克服や知識の整理に最適です。

３学期以降に学習する内容を、単元別に先取り学習します。
実力テストなどに対応できる力をつけていきます。

高校１年で学習する数学Ａ（順列・組合せなど）に直結
する重要単元を学習します。高い理解度と応用力が問
われる単元をこの冬で集中的に身につけていきます。
２月の定期考査での高得点奪取にもつなげていきます。

【先行学習】確率（場合の数と確率）

２年生で学習する最終単元の現在完了（３用法）を先
行して学習します。現在完了の学習を終えたあとは、
高校入試に出題される形式の問題や大阪の私立高校入
試の問題を用いて、これまで学習した文法などの知識
を複合的に活用できる実践的な力を養います。
中３進級後、そして高校進学時に問われる高い応用力
を磨きます。

【先行学習】現在完了（３用法）
【応用/復習】中１～中２内容の高校入試問題実践

[120分×2日＋180分×1日 ] [120分×2日＋180分×1日 ]

[１コース（教科選択）につき、70分×3回 ]

中２ 冬期講習講座



向陽中・桐蔭中合同講座

２学期中間考査範囲の《一次関数》を学習します。
応用問題では苦戦する生徒も多く、次学年にも直結す
る重要単元をこの機会に集中的に復習します。

中２になって本格的に学習した《文型》に的を絞って
学習します。高校も含めたこの先、英語が得意になる
かどうかのポイントとなる超重要単元をもう一度じっ
くりと復習します。

6713
中２

6714
中２

中２ 和歌山県統一模試
数学 英語 国語 理科 社会
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、「冬期講習時間割」をご確認ください。 塾生必修

[90分×2日 ] ターミナル校３号館で開講 [90分×2日 ] ターミナル校３号館で開講

6715

[120分×2回 ] ターミナル校３号館で開講

中２ English Quest

テキスト暗記

合格するまでテスト

クリアしたら次の範囲へ!!

スピードを上げて、決められた
範囲を集中的に暗記。

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。

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
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
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。

スタンダードコース

【コース】※希望コースを選択 【内容】

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。

アドバンストコース

【授業の流れ】

中学校教科書レベルの単語・熟語を中心に、覚えきれていな
いものをチェックしながら、この先に学習する単語・熟語を
１つでも多くマスターしていきます。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。

中２ 冬期講習講座

1/8（日）実施

《重要単元復習》

Catch Up英語 【文型】
《重要単元復習》

Catch Up数学 【一次関数】



[120分×2日＋180分×1日 ] [120分×2日＋180分×1日 ]

１コース：6731 ２コース：6732
３コース：6733 ４コース：6734

単元別復習コース

単元別予習コース

【コース】 ※希望コースを選択 【内容】 【教科】 ※希望教科を選択

国語・理科・社会

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』。ひとり一人にあわせて必要なコース（予習・復習）・教科を選んで受講で
きます。いずれのコースも、優先的に学習すべき単元をこちらから提案します。
※通年授業でNetゼミを受講している場合も、改めて申込みが必要です。
　通年授業の進度を維持して、次回定期考査範囲を進めます。復習コースの選択も可能です。

※１月以降、通年授業でもNetゼミ申込希望の方は、ぜひご相談ください。

※冬期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、３学期通年授業への
　繰越はされませんので、ご了承ください。

中３ 冬期  国語・理科・社会講座

単元をしぼり込み、復習をするコース。
苦手単元の克服や知識の整理に最適です。

３学期以降に学習する内容を、単元別に先取り学習します。
実力テストなどに対応できる力をつけていきます。

中３ 数学 中３ 英語6721 6722

【応用／復習】高校入試総合問題実践

中学３年の最終単元を先取りで学習します。高校進学
後、数学Ⅰ（図形と計量）・数学Ａ（図形の性質）に直
結する、高い応用力が問われる単元です。基本的な定
理を確実に身につけ、応用レベルの問題にも数多く触
れることで、高校でも通用する基盤を身につけていき
ます。

三平方の定理
（基本定理から空間図形への応用まで）

【先行学習】

高校受験をして高校に入学してくる生徒が多くの時間
をかけて取り組んでくる、ハイレベルな総合問題を学
習します。（和歌山私立高校の入試問題を中心に取り
組みます）
高校進学後に大きな差となる、中学内容における高い
レベルの応用力を、この冬期講習で集中的に磨いてお
きます。

※学習単元は学校の進度により調整する場合があります。

中３ 冬期講習講座

[１コース（教科選択）につき、70分×3回 ]



6725

向陽中・桐蔭中合同講座

中３ English Quest

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
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
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。

スタンダードコース

【コース】※希望コースを選択 【内容】

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。

アドバンストコース

【授業の流れ】

高校で学習する数学Aにおいて、重要かつ難しいとさ
れる単元【整数の性質】ユークリッドの互除法などに
チャレンジします。高校受験のない中高一貫生のメリ
ットを活かし、大学入試でも頻出の単元の基本をひと
足先に身につけておきます。高校数学の難易度を実際
に感じておくことも、非常に大きなアドバンテージに
なります。

中３生が最も苦労し、かつ高校英語にも大きく影響す
る単元《関係代名詞》を集中的に復習します。理解が
あいまいな部分や、定期考査で思うように得点できな
かった部分を引きずることがないように、ここでクリ
アしておきます。

中学校教科書レベルの単語・熟語を中心に、覚えきれていな
いものをチェックしながら、この先に学習する単語・熟語を
１つでも多くマスターしていきます。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。

6724
中３

《発展学習》

一歩先の数学
6723

中３

テキスト暗記

合格するまでテスト

クリアしたら次の範囲へ!!

スピードを上げて、決められた
範囲を集中的に暗記。

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。

中３ 和歌山Vもし 数学 英語 国語 理科 社会

中３受験生が受けるのと同じ、和歌山県の公立入試に対応した模試。その結果は高校進級時の自分の位置を知る目安となります。

塾生必修

ターミナル校３号館・小松原校会場

筆記用具持ち物 自由服装（Bか2Bの鉛筆をご用意ください）12/11（日）

[90分×2日 ] ターミナル校３号館で開講[90分×2日 ] ターミナル校３号館で開講

[120分×2日 ] ターミナル校３号館で開講

13:00集合／13:10開始
18:10終了予定

中３ 冬期講習講座

《重要単元復習》

Catch Up英語 【関係代名詞】


