
各学年の詳細は次のページにてご確認ください

2022年春に向けての冬期講習の取り組み

受験に向けて

教科書大改訂があり、内容も難しくなり、覚えなければならないことが一気に多くなりました。中３生は受
験に向けて、重要単元の定着度を確実に上げていく必要があります。中２生も来年の受験に向けて、中
１生も定着度の不安な単元を補強していかなければなりません。冬期講習では将来を見据えて、今やる
べきことをとらえ、しっかりと学力をつけられるカリキュラムを準備しています。

中学生
▶▶▶5科目指導、志望校判定模試、将来を考えるガイダンス実施！！

新学年の準備に向けて

中学校の教科書大改訂により、小学校英語をしっかり定着させることがこれまでよりも重要になってきま
す。啓真館のカリキュラムは、教科書に沿った内容です。国語・算数も定着度に不安のある箇所をしっか
りと復習し、新学年に進む前に今の学年の学習をきちんと理解しましょう。

小学生
▶▶▶主要3科目算国英を学習！　※一斉授業標準クラス

中学進学に向けて

中学校の教科書が大改訂されました。中学１年生の英語は難化し、学校現場に激震が走っています。中
学進学前に小学校で学習する英単語700語を確実に覚えることが必須です！また、理科・社会も小学校
で習った内容が中学校でも出てきます。今から重要語句を覚えておくと安心して進学できます。この冬
から中学進学に向けた準備をしっかりはじめ、不安を断ち切りましょう！

小６生
▶▶▶英単語700語、理科・社会も中学内容にステップアップ！

「大学入学共通テスト」の準備に向けて

大学入学共通テストが導入され、思考力・判断力・表現力を活用して解く問題が重視されるようにな
りました。ただ暗記するだけではなく、どう活用していくのかを考えながら勉強していくことが重要
です。弱点科目、単元については映像授業で対策をしておきましょう。

高校生
▶▶▶映像×個別で共通テスト対策！



小学
3～5年生
[一斉授業]

自分で考え、自分で答えを導き出せるようにしよう！
算数は学校で２学期までに学習した内容から、特に重要な単元を復習します。簡単な単元ではミスをしないように、難しい単元はあきらめ
ずに問題をよく読んで、しっかり考える練習をしましょう。国語は初めて読む文章を学習します。内容を理解して、適切な解答ができるように
します。英語の学習では、フラッシュカードを使った学習を行います。冬期講習でも楽しんで英語を学びましょう。

算数 国語 英語

２学期までの単元 ことば/物語文
説明文/論説文

フラッシュカードによる
単語指導

カリキュラム curriculum

※上記カリキュラムは、変更する場合があります。また、クラスによって進度が異なる場合があります。ご了承ください。

特別企画

◆漢字王！冬の陣

◆まとめテスト

詳細は下記をご覧ください

標準クラス

全６日間
110分×6日間授業時間

指導科目 3科目 ［算・国・英]

小学
１・2年生
[個別指導]

丁寧な個別指導、算数は選べるカリキュラムで弱点を克服しよう！
勉強への取り組む姿勢を身につける時期である小学校低学年の皆さんには、個別指導で学習の仕方をきちんと身につけてもらおうと考え
ています。特に小２の皆さんは、小３への進級を前に、しっかり仕上げるイメージでこの冬を過ごしましょう。

算数 国語

2学期までの単元
ことば
物語文
説明文

カリキュラム curriculum

※お子様の学習状況によって進度・内容を変更する場合がございます。

選べるカリキュラム

お子様に合わせて、優先度の高い単元を選んでカリ
キュラムを決めることができます。算数担当とご相
談の上、決定します。

check

50分授業時間

指導科目 2科目 ［算・国]

8回または4回コースから
お選びいただけます。

小３～６生企画

まとめテスト
これから習う漢字を先取りして覚えてしま
うことを目標に開催する「漢字王」。
毎日練習できる教材を準備しているので、
学習習慣の定着にも役立ちます。最後は
５０問のテストに挑戦。満点を取ると、めで
たく“漢字王”に認定です。

一斉授業クラスでは、最終日に小3～5生は
算数、小6生は算数・理科・社会のまとめテス
トを実施します。冬期講習で学習したことが
きちんと定着したかを確認することができま
す。冬期講習を受けて苦手な単元が克服で
きたか、ミスが防げたかをチェックします。

大好評企画大好評企画

※イラストは昨年度のものです。

漢字王になった人には
バッジをプレゼント！



小学
6年生
[一斉授業]

中学進学に向けて不安を断ち切る冬にする！
来春には中学生になります。冬休みからの３か月間は、中学進学への準備期間と考えてください。中学1年生で順調な中学校生活を始める
ためにも、この冬で不安を断ち切りましょう！冬期講習は中１内容に関連する重要単元を中心としたカリキュラムを用意しました。

カリキュラム curriculum

※上記カリキュラムは、変更する場合があります。また、クラスによって進度が異なる場合があります。ご了承ください。

全7日間
110分×7日間授業時間

指導科目 ５科目 ［算・国・英・理・社] 標準クラス

算数 国語 英語 理科

２学期までの単元 ことば/物語文
説明文/論説文

小学校英単語 水のなかの生物
植物

社会

歴史

特別企画

◆漢字王！冬の陣

◆まとめテスト

◆Chu-Navi

◆暗トレ

◆English Master

詳細はP.3～4下記をご覧ください

初日のガイダンスでは、中学校がどんなところかを学び
ます。小学校と中学校の違いを知り、どう準備していくの
かを一緒に確認します。中学生に向けて、意識を高め
て、冬期講習の授業へとつなげていきます。

小６生企画

Chu-Navi
小 6生のための中学進学ナビゲーション

社会
理科暗トレ2

暗記トレーニング

中学校に入ってから覚えておくべき重要語句などを、冬
期講習中に覚える訓練をします。最終日にはそれらが
覚えられたのかのテストを実施します。たくさんのことを
計画的に覚える習慣を冬期講習で身につけましょう。

小学校英語で学習するおよそ700単語を冬期から総復
習！新学年を迎える頃には、完全マスターを目指します。
自宅でもゲーム感覚で楽しく覚えられるので効率的！
学習の状況は記録に残るので達成感も得られます。

English Master3
小学校で習う 700単語をマスター オンライン

対応

オンラインで単語練習
音声を聞いて、まねをしながら発音しよう！

理解したかチェック
練習後はテストでチェックしよう！

最終日にはテスト実施
満点を取った人にはバッジプレゼント！



※写真は過去のものです。

啓真館では春から中学生になる小学6年生に、冬期講習だけでなく、ここから3月までの学習プログラムを強化して、新しい
学年へと移行していただこうと考えています。
大きな変化を迎える春までに、少しずつ準備を始めていき、中学1年生を順調にスタートできる状態にします。ここからの3か
月はとても貴重な時間です。冬期講習はその始まりのタイミングです。最高の中学校生活を送るためにこの冬期講習から
準備を始めましょう！

新中1生への準備をいまから始めよう！

さぁ冬期講習からスタート！
自信と余裕を持って中学生になろう！

中学進学を意識した学習を準

備。重要単元の復習や、中学

生になるとはどういう事かを

レクチャーします。

12月 1月
小学生内容の定着に向けた総

復習期間です。冬期講習内容

のチェックも授業毎に行いま

す。

1月
保護者の皆様にも、最新情報

をお届けします。お子様が中

学生になることを意識してい

ただけるよう、サポートさせ

ていただきます。

2月
小学生内容の完成を目指しな

がら、中学英語や数学への準

備を進めていきます。

冬期強化
　カリキュラム
冬期強化
　カリキュラム

総まとめ
　　第1弾
総まとめ
　　第1弾

新中1生
　保護者会
新中1生
　保護者会

総まとめ
　　第2弾
総まとめ
　　第2弾

ステップアップカリキュラム

小学生の詳しい
企画概要を動画でも
確認できます



中学
１年生
[一斉授業]

「冬休み明け」「学年末テスト」に向けて仕上げていこう！
２月のテストに向けて力をつけ、仕上げていくプログラムを、この冬期講習から始動させます。まずは、自分の弱点を発見し、自分を知ること
から始めましょう。理科と社会は、暗記は肝心の「暗肝」という特別教材を活用して覚えていきます。普段学習しにくい国語の文章問題にも
しっかりと取り組みます。この冬、苦手単元にしっかり取り組み、不安を断ち切って、２月のテストに備えましょう。

全8日間+志望校判定模試

英語 数学 理科 社会 国語
一般動詞/代名詞
現在進行形/不定詞
there is （are）~

方程式/比例
反比例/平面図形

植物 
気体・水溶液の性質
光 / 音

平安時代/鎌倉時代
アジア/ヨーロッパ
アフリカ

小説文/論説文
詩/古文/作文

カリキュラム curriculum

※上記カリキュラムは、変更する場合があります。また、クラスによって進度が異なる場合があります。ご了承ください。

140分×7日間+70分×1日授業時間

指導科目 5科目 ［英・数・理・社・国]

特別企画

◆将来のためのガイダンス

◆暗肝

◆満点テスト

◆志望校判定模試受験

詳細はP.9をご覧ください

小6
県西中

受験対策クラス
[三津校のみ]

入試に向けて、最後の追い込み。しっかり仕上げていこう！

特別企画

◆漢字王！冬の陣

詳細はP.5をご覧ください

入試に向けて、適性検査・作文・面接対策の総合演習時間を準備しました。冬休みは、最後の総仕上げができる長期休業期間です。冬期
講習では、この貴重な時間を有効に活用し、受験に向けてしっかりイメージができるように仕上げていきます。

全7日間
210分×7日間授業時間

指導科目 受験科目 ［理系・文系・作文・面接]

理系 文系 作文 面接

カリキュラム curriculum

朝から夕方まで、受験に向けて、入試を意識した授業を行います。
入試まであとわずかです！合格に向けて、しっかり仕上げていきましょう。
ぜひ、冬期講習と併せてご受講ください。

小 6生県西受験対策冬特訓
特別企画

●時間／10：00～17：00（予定）

2021年12月25日土

●場所／啓真館三津校
●費用／冬期講習とセットで受講　6,600円（税込）

●申込／冬期講習受講申込書にてお申込みください。

※教材費・昼食代を含みます。

※参加費別途要

県西中合格に向けてラストスパート！



中学
2年生
[一斉授業]

自信を持って受験生になれるように準備を進めよう！
「冬休み明けテスト」での高得点獲得は、中３に向けて大きな自信になります。また、２月末の学年末テストも高校入試につながる重要なテ
ストです。この２つのテストをしっかりやり切ることは、受験生として素晴らしいスタートを切ることにもつながります。受験への不安をこの冬
で断ち切り、中３からの受験勉強を意識して進めていきましょう。

全8日間+志望校判定模試

英語 数学 理科 社会 国語
比較級・最上級
疑問詞+不定詞/動名詞
助動詞/受け身

連立方程式
１次関数
平行と合同

化学変化/動物
空気中の水の変化
天気

江戸時代
市民革命
西日本

小説文/論説文
古文/作文

カリキュラム curriculum

※上記カリキュラムは、変更する場合があります。また、クラスによって進度が異なる場合があります。ご了承ください。

140分×7日間+70分×1日授業時間

指導科目 5科目 ［英・数・理・社・国]

特別企画

◆将来のためのガイダンス

◆暗肝

◆満点テスト

◆志望校判定模試受験

詳細はP.10をご覧ください

中1・2生企画

将来のためのガイダンス
初日は、ガイダンスを開催。自分の将来を考えます。
今年も『ドリームシート』を作成します。あなたの将来
の夢は何ですか。まずはそこから。そしてその夢の実
現への手段を考えましょう。また、高校受験の情報も
お伝えします。それぞれの高校の特色を知りましょう。

満点テスト
勉強したのにうっかりミスで点が取れなかった経験を
したことはありませんか。ミスは反復で防げます！ま
た、ちょっとしたミスを甘く見ていると、後で取り返しが
つかなくなります。指定された範囲を勉強してテストを
完璧に（満点に）する習慣を身につけましょう。

英数理社 志望校判定模試受験
受験生になる前に、５科目の模試を受験します。志望
校判定も出るので、仕上がり具合が確認できます。
（受験料が別途必要です）

※開始時間は各校舎によって変わりますので、
校舎にてご確認ください。

日程：2022年1月4日（火）

理科・社会は特に暗記と言われます。毎日少しずつ
計画的に進めることで、少ない負担で学習できる教
材です。ただやっただけにならないようにまとめテスト
にて確認もします。

暗記が肝心『暗肝』 理社の重要語句暗記

中学生の詳しい
企画概要を動画でも
確認できます



中学
3年生
[一斉授業]

入試に向けて最後の追い込み。合格に向けて仕上げよう！
各科目の授業時間も長く確保し、入試を意識した問題演習を準備しました。冬休みは受験前最後の学校の長期休業期間です。冬期講習
では、この時期を有意義に活用し、受験に向けてしっかりイメージできるように仕上げていきます。５科目とも最終局面。積極的に質問し、入
試への不安を断ち切る冬にしていきましょう！

英語 数学 理科 社会 国語

中学文法復習
長文

計算/関数/合同
相似/図形/確率 3年間の総復習

歴史のまとめ
地理のまとめ 
公民のまとめ

小説文/論説文
古文/作文

カリキュラム curriculum

※上記カリキュラムは、変更する場合があります。また、クラスによって進度が異なる場合があります。ご了承ください。

全12日間
140分×5日間+210分×7日間授業時間

指導科目 5科目 ［英・数・理・社・国]

入試対
策

シリー
ズ

第4弾

●時間／10：00～17：00（予定）
2021年12月25日土

●場所／啓真館三津校
●費用／6,600円（税込）

※教材費・昼食代を含みます。

内容
◆入試に向けての5科目授業
◆受験生としての気持ちを引き締めるセミナー

申込方法
◆冬期講習受講申込書にてお申し込みください。
※席に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

オプション企画
※参加費別途要

愛媛地区の中学３年生が集結し、
志望校別クラス編成で入試に向けてブラッシュアップ！

啓真館の高校入試対策シリーズ第4弾「中３高校入
試対策冬特訓」を開催します。
愛媛地区の中学３年生が、集結。入試に向けて研ぎ
澄まされた内容の授業と、入試までの過ごし方や心
の保ち方なども伝えます。
2月には私立高校入試、続いて国立高専、３月には
公立高校入試があります。ここからは、頭と体と心を
整えていく３カ月です。

志望校別クラス編成

入試に直結した内容を志望高校別

クラスで行う授業だから、とくに見

逃せません、聞き逃せません。

各校舎の中3生が集結

最後にセミナーで受験生とし

ての気持ちを更に高めます。

参加者の方には、申し込み後に詳しいご案内を後日お渡しいたします。

中 3生は
SP特訓実施！
問題演習などの受験に向
けた演習を行います。（※
一部の日程除く）

※写真は過去のものです。



高校
１年生

現役合格へ！ここまでの勉強習慣を見直し再スタート！
次学年に向け、今後ますます高度化する学習内容を定着できる体制を築きます。冬期講習を通じて、各教科の先行学習や苦手分野の克
服をしましょう。

受講形態 course ※カリキュラムの詳細は、校舎・クラスによって異なりますので、
　別紙時間割表または校舎までお問い合わせください。

映像授業
全科目対応 個別指導 少人数

総合クラス

高校
2年生

現役合格へ！受験体制を確立しスタートダッシュ！
志望大学へ向けての受験勉強は、これまでの学習以上に長期にわたる計画と、それを実行し続けることができる意識と習慣が必要になり
ます。この冬期講習から、受験への意識を高め、いち早く志望校合格に向けた受験体制を確立しましょう。

受講形態 course

映像授業
全科目対応 個別指導 少人数総合

クラス

高校
3年生

現役合格へ！共通テストの総仕上げ！

本番を迎える大学入学共通テストに向けて、
啓真館オリジナル予想問題を本番形式で実
施し、解説授業を行います。

１月下旬から始まる私立大学入試に向けた
対策講座を準備し、実戦力を磨きます。入試
頻出単元の演習・解説を行います。

私立大対策講座共通テスト対策講座

1月に本番を迎える大学入学共通テストや私立大学入試に向けた対策講座を行います。現役合格を目標に徹底的に指導いたします。
また、映像授業を併用することで、全科目の対策が可能です。

受講形態 course

映像授業
全科目対応 個別指導 少人数

総合クラス

※カリキュラムの詳細は、校舎・クラスによって異なりますので、
　別紙時間割表または校舎までお問い合わせください。

※カリキュラムの詳細は、校舎・クラスによって異なりますので、
　別紙時間割表または校舎までお問い合わせください。

現役合格をするために必要な計画の立て方、勉強方法や受験生としての心
構えなどを伝授します。
またガイダンス後は、面談により一人ひとりの学習計画を作成します。
いよいよ本格的な受験勉強のスタート！乗り遅れるな!!

check
ガイダンスの
概要は動画でも
確認できます▼

現在履修中の主要教科についての具体的な学習方法を明確にします。

また、冬休みの学習習慣を身に付けるための過ごし方を伝えます。

この冬期講習を起点に新学年に向けて再スタートをしましょう。

check
ガイダンスの
概要は動画でも
確認できます▼



映像授業・個別指導・少人数総合

『講師の代ゼミ』と言われるほど有名講師が多数在
籍する、代ゼミの精鋭講師陣による講義を受講でき
ます。

◆開講講座◆
●共通テスト対策講座/●難関国立大入試対策講座
●レベル別・分野別入試対策講座/●高�・�生対象講座 など

※このほかの講座もございます。詳しくは専用のパンフレットにてご確認ください。

◆開講講座◆
●共通テスト対策講座/●学研プライムゼミ
●高�・�生対象講座 など

※このほかの講座もございます。詳しくは専用のパンフレットにてご確認ください。

映像授業で全科目指導を実現！基礎から受験対策
まで万全です。教科書の理解を深める講座から難関
大対策まで豊富な講座が受けられます！

【提携校舎】カレッジ松山　市駅校

【開講校舎】三津校/余戸校

個別指導
先生1人：生徒2名 一人ひとりのニーズに合わせた指導が可能です。学

校内容の定着から、苦手分野の克服、得意科目のさ
らなる強化に至るまで、さまざまな目的に対応してい
ます。映像授業との併用も可能です。

●�コマ��分の集中指導/●わからない部分を徹底指導
●受講日時が選択できる/●自分のペースで受講できる

◆一人ひとりを正しく導きます◆

提携塾

少人数総合クラス

【開講校舎】三津校/余戸校

◆柔軟な対応が可能な少人数制◆
先生1人に対して、生徒複数名の少人数制です。
1コマ90分授業で学校の進度に合わせ、予習・復習を行います。苦手
な科目の弱点克服も集中的にできます。【開講校舎】三津校/余戸校



「成績を上げる」・

「志望校に合格する」のは

必達目標であり、

そのことを通じて

「幸せな生き方」・

「楽しい生き方」を学ぶ。

それが、啓真館が目指す教育です。

総合学習塾 啓真館 職員一同総合学習塾 啓真館 職員一同
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