春期 講 習
202１年度

■講習期間

3/22(月)～4/3(土)

新小１～新小６，新中１～新中３，新高１～新高３

■小学生

新学年に向けての前向きな姿勢を身に付けよう！

★教室により設置コースが異なります。詳しくは別紙の各教室スケジュールをご確認ください。

新小１～新小４

CHANT コース（個別指導）

■授業：国算８０分×４日
■内容：先生１人に対して生徒３人までの個別指導により、ここまでに習った重要単元をしっかり復習し
ます。また、CHANT ノートを活用して長期休み中の学習習慣の継続を意識した指導を行い、4 月
に安心して進級できる態勢を築きます。
学年 授業

小１

小２

小３

小４

新小５・新小６

国語

算数

①

音読、ひらがな

10までのかず①

②

音読、ひらがな

10までのかず②

③

音読、ことば

なんばんめ、いくつといくつ①

④

音読、文を書いてみよう

いくつといくつ②、0というかず

①

読み取り、漢字、言葉

たしざん・ひきざん、ぶんしょうだい

②

読み取り、漢字、言葉

3つのかずのけいさん、大きさくらべ

③

読み取り、漢字、言葉

大きなかず

④

読み取り、漢字、言葉

なんじ・なんじはん・なんじなんぷん

①

読み取り、漢字、言葉

ひょうとグラフ、ひっ算

②

読み取り、漢字、言葉

1000までの数、10000までの数

③

読み取り、漢字、言葉

時こくと時間、長さ・かさ、ほか

④

読み取り、漢字、言葉

かけ算九九、かけ算のきまり

①

物語

計算

②

物語

時間・かさ・長さ・重さ

③

説明文

かけ算のひっ算、円と球、三角形、表とぼうグラフ

④

説明文、詩

大きな数

中学進学コース（一斉指導）／学校準拠コース（個別指導）

■授業：国算１００分×４日
■内容：一斉指導や個別指導(１：３型)により、ここまでに習った重要単元をしっかり復習して難しくなる
新学年内容に備えます。また、高学年生として学習へ主体的に取り組むことができるよう指導し
ていきます。

学年 授業

小５

小６

国語

算数

①

物語

数と計算、わり算

②

随筆

小数、分数、四角形と角

③

論説文

表とグラフ、四角形の面積

④

説明文、詩

直方体と立方体、整数と小数

①

物語

整数、小数

②

随筆

分数、立体の体積と性質

③

論説文

図形の面積、円と多角形

④

説明文、詩

割合、単位量あたりの大きさ

新小４～新小６

県立中学適性検査対策コース（一斉指導）

■小４
：受検国算１００分×４日
■小５・小６：適性ⅠⅡ１００分×４日
■内容
：ここまでに学習してきた内容を徹底的に演習することで、
苦手分野を克服し、思考力・読解力・答案作成力の向上
を目指します。また、受験生としての心構えも含めて指
導します。

小４

①

長文読解１

数と計算①、数と計算②

②

長文読解２

時間と長さ、かさ・重さ

③

長文読解３

表とグラフ、円、三角形、角

④

長文読解４

文章題、大きな数
適性Ⅰ

学年 授業

小５

新小５・新小６

適性Ⅱ

①

推理

適性の基本１

②

身のまわりの生物

適性の基本２

③

身のまわりのものの性質

適性の基本３

④

総合問題

適性の基本４

学年 授業

小６

算数

国語

学年 授業

適性Ⅰ

適性Ⅱ

①

論理

記述して答える＋作文 １

②

動物のからだのつくりとはたらき

記述して答える＋作文 ２

③

植物のはたらき

記述して答える＋作文 ３

④

総合問題

記述して答える＋作文 ４

春のレクリエーション
LEAF クラブには、教室ではできない経験や活動を通して思い
っきり楽しみ、何かを学んで帰ってほしい。そんな願いを込め
ました。今年度の LEAF クラブ第１弾は「ケイシングループ
研修所 SEED＆レオマワールド」で２日間、５０個を超える
ミッション（挑戦）に挑んでもらいます！難しいことにもチャ
レンジすることの大切さ。自分１人ではできないことをみんな
でできた喜び。そんな気持ちをたくさん味わえる２日間です。
是非、ご参加ください。

アルミ缶でお米炊き体験

ラインスラッグや一輪車

レオマワールドでもミッションチャレンジ

■中学生

前学年の総復習と４月の先取りでスタートダッシュ！

★教室により設置コースが異なります。詳しくは別紙の各教室スケジュールをご確認ください。

中学進学準備講習

新中１(一般生)

４月より中学生になることに多くの期待や希望、または不安を抱えるこの時期に、明修塾では、学習面
のサポートとともに生活面での不安も解消し、自信を持って進学してもらえる『中学進学準備講習』を
ご用意しました。この講習で進学準備は万全です。
■先取り授業：英数１００分×３日
英語…英語の基本である単語や be
動詞を学習します。
数学…正の数・負の数は初めての
概念となります。基礎から
学習します。
■追加授業：理社１００分×３日
理科と社会の先取り授業も受講で
きます。

学年

中１

授業

英

■チェックテスト：英数
講習内容の定着度をチェッ
クします。
■個別ガイダンス
１人ひとりに対して、チェ
ックテストの結果を元にし
た学習アドバイスや中学に
ついての様々な疑問を解消
します。

理

数

①

be動詞の文①

正の数･負の数

②

be動詞の文②・一般動詞

正負の数のたし算･ひき算 葉のつくり・根のつくり

③

can・いろいろな疑問文 正負の数のかけ算･わり算

新中１(塾生)

花のつくりとはたらき

種子をつくらない植物・分類

社
地理（世界のさまざまな地域①）
地理（世界のさまざまな地域②）
地理（世界のさまざまな地域③）

発展コース・標準コース・基礎コース（一斉指導）

■授業：英数１００分×３日＋理社１００分×３日
＋県模試１日の全７日間
■内容：中学進学への準備として、英数は３月で習った中学生内
容の総復習に加え応用部分も学習します。理社は４月の
先取り学習をしてスムーズなスタートが切れる態勢を築
きます。また、中学生になる心構えも指導します。この
春期講習で進学準備は万全です。

学年

中１

授業

英

数

理

社

①

be動詞の文①

正負の数(１)計算演習 花のつくりとはたらき

地理（世界のさまざまな地域①）

②

be動詞の文②・一般動詞

正負の数(２)計算演習 葉のつくり・根のつくり

地理（世界のさまざまな地域②）

③

can・いろいろな疑問文 正負の数(３)応用演習

種子をつくらない植物・分類

地理（世界のさまざまな地域③）

新中２

発展コース・標準コース・基礎コース（一斉指導）

■授業：数英１００分×４日＋国社理１５０分×４日
＋県模試１日の全９日間
■内容：前学年の総復習と３月で習った新学年内容の復習を行いま
す。新中２生は中だるみにならないよう意欲的な学習姿勢
を身につけることを目指します。また、４月上旬の県模試
で自己ベストを目指します。
学年

中２

授業

英

数

国

理

社

①

be動詞・一般動詞 式の計算

②

疑問詞・命令文・進行形

③

助動詞can・過去形 図形

古文の読解

身のまわりの現象 歴史（鎌倉時代）

④

過去進行形・未来形

総合問題

大地の変化

新中３

方程式

比例と反比例・資料の活用

説明的文章の読解 植物の世界

地理（南北アメリカ ・オセアニア）

文学的文章の読解 身のまわりの物質

地理（南北アメリカ ・オセアニア）

歴史（室町時代）

発展コース・標準コース・基礎コース（一斉指導）

■授業：数英１００分×４日＋国社理１５０分×４日
＋県模試１日の全９日間
■内容：前学年の総復習と３月で習った新学年内容の復習を行いま
す。新中３生は受験生としての意識を持って学習すること
を目指して指導します。また、４月上旬の県模試で自己ベ
ストを目指します。
学年

中３

授業

英

数

国

理

社

①

時制・助動詞

式の計算・方程式 説明的文章の読解

化学変化と原子･分子

歴史（江戸時代）

②

接続詞・不定詞・動名詞

一次関数

文学的文章の読解

動物の世界と生物の変遷

歴史（江戸時代）

③

文型・比較

図形

古文の読解

電気の世界

歴史（明治時代）

④

受け身・現在完了 確率

総合問題

天気とその変化

歴史（明治時代）

新中１～新中３

県模試
中学生は４月上旬に明修塾各教室で県模試を実施します。この
模試は県立高校入試に対応した問題設定で安定した母集団が
毎回受験しますので、県立・私立などの高校合格判定ができま
す。また、その結果から克服すべき科目や単元が明確になり、
その後の学習の指針となります。実施時間等の詳細は春期講習
中にお知らせします。

■高校生

新学年へ最高のスタートを切るために・・・

４月より始まる新学年をよい一年にするためには、始め方が重要です。よいスタートを切るために必要
なことは、まず新学年での目標を明確にすること、そしてその目標に向かってしっかりとした計画を立て
ること、またその計画を継続して実行する意志を持つことです。
「明修塾の春期講習」でそれらのことを手
にし、最高の新学期をむかえましょう。

新高１

進学への準備はこれで万全！

高校進学準備講習Ⅱ期（英数授業＋ﾃｽﾄ＋ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ）
４月からスタートする高校生活を前に、学習面や生活面において細かく指導
いたします。学習面では、１学期の『第１回定期テスト』で出題される範囲の
先取りをします。高校最初の定期テストもバッチリです。また、生活面では高
校別にそれぞれの高校の特色も踏まえ、様々な情報を提供いたします。新生活
を安心してスタートできるような充実したカリキュラムをご用意しています。
■先取り授業：英数各６０分×４日
英語…高校の英語は授業前の予習が必須ですが、自力で十分に
やりきれないのが実情です。その原因は『基本５文型』
が理解できていないから。そこで 『基本５文型』と『予
習方法』を４日間で徹底指導します。
数学…「因数分解」を扱います。高校の教科書では解説で省略
されている部分が多く、理解が容易ではありません。こ
の講習では教科書には書かれていない『なぜそのような
式変形をするのか』にポイントを当て、内容のより深い
習得を目指します。

新高２

■修了テスト：英数
講習内容の定着度をチェッ
クします。
■個別ガイダンス
１人ひとりに対して修了テ
ストの結果と元にした学習
アドバイスや高校について
の様々な疑問を今まで通塾
している先輩方の豊富なデ
ータをもとにお答えします。

受験への意識を高めスタートダッシュ！

いよいよ文系、理系に分かれての学習がはじまります。高２生は受験勉強を始める学年となりますので、
このことをしっかり意識しながら進級することが重要です。現役合格は、いかに早く明確な目標を設定し、
その目標に向けての勉強に取り組むことができるかが鍵を握ります。そして、その勉強に取り組むには、勉
強し続けることができる意識と習慣が必要になります。この春期講習から受験への意識を高め、受験勉強へ
の準備をしていきます。また、映像授業を併用し、英語・数学＋１科目の受講により、新学年へ万全の体制
を整えます。
■授業時間×回数：英数各９０分×４日
■英語「入試頻出単元演習」
学習テーマは「関係詞」
、「比較」など、入試で頻出のテーマです。入
試に必要な、文法力、作文力、読解力を「構文」と言う統一した形で
演習をしていきます。これまでの習ってきた知識を定着させ、テスト
で結果を出せる実戦的な力を身につけましょう。
■数学「予習＋テストに向けての重要単元演習」
１学期の予習内容に加え、入試に直結する重要単元を復習します。
しっかり定着させてテストに臨みましょう。

新高３

いよいよ本格的な受験勉強生活へ突入！

今年に入り、すでに受験勉強を開始した人も多くいると思いますが、ここから夏休み前までは受験勉強の
最もきつい「基礎固め」の時期となります。高校生になり、ここまで履修したものすべての復習に取り組ん
でいきます。これを漏れなく、確実に、効果的に行うためには精度の高い計画が必要になります。この春期
講習中に、あらためて 4 月から７月までの学習計画を一人ひとり作成し、本格的な受験態勢を築きます。ま
た、映像授業を併用し、国公立大の 2 次試験などに必要なすべての科目を指導していくことで現役合格への
対応は万全です。
■授業時間×回数：１講座９０分×４日
■受験対策講座
頻出問題演習＋解説授業を行います。
【講座一覧】
・共通テスト英語 ・共通テスト数学
・2 次記述英語
・2 次記述数学ⅠAⅡB
・理系数学Ⅲ

新高１～新高３

ウイングネット（映像授業）

■授業時間×回数：９０分×４回以上
■内容：ウイングネットはインプットも大切にしながら、アウトプットを重視しています。英数のライブ
授業にウイングネットによる理社国の映像授業を加え、受験に必要な科目すべての対策が可能です。全
国模試や休み明けテストへ向け、
しっかり対策を行い、自己ベスト
を目指そう！
■設置教室
笹沖・連島・茶屋町・大元・八浜・倉田

代ゼミサテライン（映像授業）
新高１～新高３代ゼミサテライン（映像授業）
■内容：『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90分の『分かる講義』は、毎回“感動”
と“発見”を与えてくれるでしょう。
【対策講座】
◆共通テスト対策 ◆東大・京大・医学部対策
◆首都圏難関大対策 ◆看護系入試対策
◆推薦・AO 入試対策 etc.
■提携教室：カレッジ倉敷

岡山地区
倉敷地区

カレッジ

大元教室

086-244-6280

妹尾南教室

086-281-4660

庭瀬教室

086-292-8044

倉田教室

086-276-5845

玉野地区

倉敷本部教室

086-426-5530

西阿知駅前校

086-465-3730

八浜教室

0863-51-2740

笹沖教室

086-427-3370

連島教室

086-446-4034

倉敷東教室

086-462-6640

庄教室

086-462-8170

茶屋町教室

086-428-0280

カレッジ倉敷

086-426-0811

パスカル岡山

086-803-3001

パスカル倉敷

086-426-0711

スペリア岡山

086-803-3007

スペリア茶屋町

086-428-0280

代ゼミサテライン

086-426-0811

グループ一覧
啓真館

木太校/栗林校/高松東部校/太田校/

代ゼミサテライン予備校

カレッジ高松 瓦町本校

仏生山校/紫雲校/国分寺校/三木校

【提携塾】

カレッジ高松 レインボー南校

高校部本校/高校生部南本校/八万校

カレッジ松山 市駅校

加茂名校/徳島校/三津校/余戸校

カレッジ福山 東福山校

屋島校
理求館

藍住校/玉藻校

パスカル数理ゼミ

パスカル福山/パスカル松山

