
平成 30年度 

冬期特別講座のご案内 
弘文進学教室 (022)378-7677 

冬期講習会 

小学生は、将来の高学力の土台となる、国語力・数理力および理解力の根幹を養成する

上で、絶好の時期となりますので、この時期にしっかりとした学力を身につける努力をす

るのはとても大切なことです。 

中 1、2生は新学年が始まる前までに基礎力を充実させ、苦手分野の克服をしておかなけ

ればなりません。そうしなければ、中 3になってから苦労することになってしまいます。 

また、入試を間近に控えた中 3 生にとっては、冬期はとても重要な時期です。今までの

総復習を行い、知識を整理していくとともに、応用力を身につける訓練をして、受験を突

破する学力を身につけましょう。 

最終日には、各学年ともに今までの範囲が身についたかどうかのテストを行いますので、

自己ベストを更新できるように頑張りましょう。 

 

基礎ゼミ(小 1~4) 

自ら問題を解き進んでいく「学習力」と、安定した「学習習慣」を養成します。 

学年 教科 期間 時間 費用 

小 1~小 4 国語・算数 12/22(土)~12/26(水) 14:00~16:00 9,500円 

※1/7(月)は、学力テスト(全国母体)を実施します。(14:00~15:30) 

 

実力強化ゼミ(小 5~中 2) 

入試制度の変革にも動じることのない強固な実力を養成します。 

学年 教科 期間 時間 費用 

小 5 

小 6 

算数 12/22(土)~12/26(水) 14:00~16:00 (1教科)17,000円 

(2教科)23,000円 
国語 12/27(木) 28（金）  1/4(金)~1/6(日) 14:00~16:00 

理社 12/27(木) 28（金）  1/4(金)~1/6(日) 16:20~18:20 9,000円 

中 1 

中 2 

英語 12/22(土)~12/26(水) 18:40~20:40 (1教科)21,000円 

(2教科)29,000円 

(3教科)36,000円 

数学 12/27(木) 28（金）  1/4(金)~1/6(日) 18:40~20:40 

国語 12/22(土)~12/26(水) 16:20~18:20 

理社 12/27(木) 28（金）  1/4(金)~1/6(日) 16:20~18:20 9,000円 

※1/7(月)は全国学力テストを実施します。 

小 5・小 6(国・算)：14:00~15:30 

中 1・中 2(英・数・国)：14:00~16:10、(英・数・国・理・社)：14:00~17:40 

※理社のみの受講はできません。 



入試実戦ゼミ(中 3) 

単元別強化と総合演習により、最新の入試動向を踏まえた入試対策を行います。 

教科 期間 時間 費用 

英・数・国・理・社 
12/22(土)~12/26(水) 16:20~20:40 

45,000円 
12/27(木) 28（金） 1/4(金)~1/6(日) 14:00~18:20 

※1/7(月)は、「宮城ぜんけん模試」 (14:00~18:40) により合否判定を実施します。 

  

○上記各ゼミの冬期講習会の費用は、テキスト代、テスト代等の一切を含みます。 

○講習会の費用は 12/14(金)までに銀行の指定口座にお振込みください。 

○外部生の場合、この他に入会金として 3,000円必要です。 

○兄弟割引はありませんので御了承ください。 

○内部生の受講希望者は、カリキュラムの一環であるため、申込書の提出は必要ありませ

んが、都合により受講できない場合は、12/11(火)までにお申し出ください。  

○12/22~1/9の期間中は、内部生の平常授業は休講となります。 

≪冬期講習会日程表(小 5~中 3)≫ 

 日 月 火 水 木 金 土 

12/16~12/22 休講 平常授業 平常授業 平常授業 平常授業 平常授業  ① 

12/23~12/29 ①   ① ① ① ② ②   休講 

12/30~1/5 休講 休講 休講  休講 休講 ② ② 

1/6~1/12 ② 模試 休講  休講 平常授業  平常授業 平常授業 

 

日程①: 小 5・小 6の算数 (14;00~16:00) 

中 1と中 2の国語(16:20~18:20)と英語 (18:40~20:40) 

中 3の英語・国語 (16:20~20:40) 

日程②: 小 5・小 6の国語 (14:00~16:00) と理・社 (16:20~18:20) 

中 1・中 2の数学 (18:40~20:40) と理・社 (16:20~18:20) 

中 3の数学・理社 (14:00~18:20) 

 

高校数学講座 

短期集中ゼミ(数学) 

苦手分野を克服し、大学入試問題にどんどん挑戦していきます。高 3 は、センター試験

対策問題の演習により本番での高得点を狙います。 

■対象：高 1~高 3 

■日程 : 12/27(木) 28（金） 1/4(金)~1/6(日)の 18:40~20:40(全 5回)  

■費用：19,000円 

 

 



入試直前講習会(中 3) 

費用は直前Ⅰ期が 17,000円、直前Ⅱ期が 32,000円となります。 

（外部生の場合、この他に入会金として 2,000円必要です。）         

 

◇直前Ⅰ期・公立前期選抜、私立高校または国立高専入試に向けた実戦対策 

■日程： 1/22(火)~1/28(月) 16:40~18:40 

（1/27(日)は休講） 

最終日には予想対策模試を行います。【1/28(月)：16:20~21:00】 

◇直前Ⅱ期・公立後期選抜に向けての最新の出題傾向に即した予想対策 

■日程： 2/13(水)~2/26(火) 16:40~18:40 

（ 2/17(日)、2/21（木）、2/24(日) 休講 ） 

最終日は入試リハーサル模試を行います【2/26(火)：16:40~21:00】 

≪入試直前講習会(中 3)日程表≫ プレ入試については、別途ご案内いたします。 

 日 月 火 水 木 金 土 

1/20~1/26 休講  国語 英語 社会 数学 理科 

1/27~2/2 休講 模試   前期入試   

2/10~2/16 休講   英語 社会 数学 理科 

2/17~2/23 休講 国語 英語 社会  休講  数学 理科 

2/24~3/2 休講 国語   模試 プレ プレ プレ プレ 

3/3~3/9 休講 プレ  後期入試    

 

※直前講習会は特別講座のため、受講希望者は内部生、外部生ともに 1/4(金)までに申込書

を提出して下さい。なお、直前講習の期間中も平常授業はそのまま、または振替により

並行して行われます。 

＊12/22~1/9の期間中は、内部生の平常授業は休講となります。 

✂（キリトリ）--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

特別講座申込書 

高校生 中 3生 

□数学（￥19,000） □直前Ⅰ期（￥17,000） □直前Ⅱ期（￥32,000） 

上記☑の口座に該当費用[        ]円を添えて申し込みます。 

           学校         学年 

生徒
フ リ

氏名
ガ ナ

                  保護者名         

 

(以下は外部生のみ記入) 

住所                    ☎ 

 

 


