
5，000円校 外 生 参 加 費

※全ての講座で上記受講料とは別に費用がかかります。
※途中でキャンセルされた場合でも、受講料は返金いたしません。
※上記内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承をよろしくお願いします。

全講座、表示の料金に別途消費税が加算されます。
テキスト代金は別途必要となります。

I N D E X

中学・小学部

文理中学3年生
講座名教科

文理中3英語　－準動詞の予習－英語

文理中3数学　－図形と方程式の予習－数学

冬のパワーアップ講座（英・数）個別

冬期特別特訓コース特別

2

基礎学力テスト対策(ハイレベル)
講座名教科

基礎学力テスト対策英語(ハイレベル)英語

基礎学力テスト対策数学(ハイレベル)数学

冬のパワーアップ講座（英・数）個別

冬期特別特訓コース特別

3

基礎学力テスト対策(スタンダード)
講座名教科

基礎学力テスト対策英語(スタンダード)英語

基礎学力テスト対策数学(スタンダード)数学

冬のパワーアップ講座（英・数）個別

冬期特別特訓コース特別

4

国公立中学3年生
講座名教科

国公立中３入試対策国語(通期授業)国語

国公立中３入試対策理科(通期授業)理科

国公立中３入試対策社会(通期授業)社会

5

文理中学2年生
講座名教科

文理中２英語　ー不定詞の構文の先取りー英語

文理中２数学　－私立高校入試問題演習－数学

冬のパワーアップ講座（英・数）個別

冬期特別特訓コース特別

6

国公立中学2年生
講座名教科

時制、助動詞、不定詞、動名詞の徹底演習英語

文字式・連立方程式の徹底演習数学

冬のパワーアップ講座（英・数）個別

冬期特別特訓コース特別

7

文理中学1年生
講座名教科

文理中１英語　ー助動詞canの先取りー英語

文理中１数学　－1次関数の予習－数学

冬のパワーアップ講座（英・数）個別

冬期特別特訓コース特別

8

附属中学1年生
講座名教科

基礎学力テスト対策英語英語

方程式の文章題・グラフ問題演習数学

冬のパワーアップ講座（英・数）個別

冬期特別特訓コース特別

9

新文理中学1年生
講座名教科

新文理中１英語　－アルファベットと英単語の予習－英語

新文理中１数学　－正負の計算の予習－数学

10

全学年
講座名教科

英検２級・準２級・３級　一次試験対策講座英語

11

■中学・小学部 時間割 1514

■冬のパワーアップ講座について 1312
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2014
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中 学 3 年 生 ライブ授業  冬期講習会  講座案内 2014

南昭和校文理中3英語　－準動詞の予習－
●文法、単語の徹底演習で９割は得点できる！

英語

第5回実力テスト（2月13，14日実施）の範囲でもあり、入試頻出でもある「準動詞」の学習
を中心の授業を行います。毎回、「準動詞」関連の文法問題の小テストを行い（9割合格、不
合格の場合、間違った問題文を5回ずつノートに書いて提出）ます。300語前後の長文を授
業時に毎回読み、文理特有の「長くて難しい」長文問題に備えます。学校で使用している
Listening教材でこの期間に、2回、Listeningの練習も行います。

12/26,1/7 17:20～18:40
1/6,10 15:40～17:00

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

冬期特別特訓コース
ライブ授業（英語・数学）+冬のパワーアップ講座（個別・80分×5コマ）
3講座 合計36,600円が→セット料金30,000円に

２学期も終わろうとしていますが、テストでは満足いく結果が出たでしょうか？成績が上がって喜んでいる生徒もいれば、今一つ伸ばし切
れていない生徒もいると思います。せっかくの冬休み。２学期の積み残しはないようにして３学期新たな気持ちで臨みませんか？
今回私たちTEC予備校が提案する講習会は、従来のライブ授業にプラスして集団個別クラスを設定します。演習形式ではありますが、
個々の課題を設定し、演習を行い、解説をします。最低80分×5コマの受講をしてもらいますが、これ以上の時間も受けていただいてか
まいません。余分の時間で冬休みの宿題をしてもらってもかまいませんし、質問にも答えます。
短い冬休みではありますが、集中して取り組み、良い冬休みにしましょう！！

文理中学3年生

南昭和校

●座標の基礎を徹底的に叩き込みます！！
数学

本講座では、図形と方程式の先取りを行います。学習内容は座標、内分点、外分点、直線の
方程式です。これからグラフの問題を多く扱うようになります。座標平面に対する基本知識
をしっかり理解、マスターしておかないと、これから学習する分野で詰まる重要な単元で
す。この冬に基本公式をしっかり理解し、演習して自分のモノにしていきましょう。

12/26,1/7 19:00～20:20
1/6,10 17:20～18:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

文理中3数学　－図形と方程式の予習－

南昭和校
または

アネックス校

●短期間で個別に苦手克服、レベルアップ！！
個別

詳しい内容についてはP12・13をご覧ください。

日程・時間については
申込み用紙の裏をご覧ください。
5回～全12回までなら、何度でも受講できます。

日程

金額 円12，200回数 回～5

内容

冬のパワーアップ講座 （指導科目は英・数／中3・2・1生合同）

それぞれ1講座からの受講もできます。

WINTER
SPECIAL
PLAN!
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中 学 3 年 生ライブ授業  冬期講習会  講座案内2014

アネックス校基礎学力テスト対策英語(ハイレベル)
●基礎学力テストと入試を見据えた徹底演習

英語

市立理数科や城東高校など、県内トップレベル校に照準をあわせた対策を行います。時間
配分をやや短めに設定した上で、入試総合問題に取り組んでもらいます。板書解説の中
で、入試に必要な知識の再確認もしっかりと進めていきますので、ノートをしっかり取り、家
庭での復習に役立ててください。中学生最後の冬、一緒に頑張りましょう！

12/23,25,26 14:00～15:20
1/8 17:50～19:10

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

冬期特別特訓コース
ライブ授業（英語・数学）+冬のパワーアップ講座（個別・80分×5コマ）
3講座 合計36,600円が→セット料金30,000円に

冬休みは、いよいよ入試に向けて最後の仕上げにかかる時期です。期間は短いですが、入試前の緊張感によって学習効果が高まるという
点で、この冬期講習での学習が入試の結果に大きく結びつきます。
今回私たちTEC予備校が提案する講習会は、従来のライブ授業にプラスして集団個別クラスを設定します。演習形式ではありますが、
個々の課題を設定し、演習を行い、解説をします。最低80分×5コマの受講をしてもらいますが、これ以上の時間も受けていただいてか
まいません。余分の時間で冬休みの宿題をしてもらってもかまいませんし、質問にも答えます。
短い冬休みではありますが、集中して取り組み、良い冬休みにしましょう！！

基礎学力テスト対策（ハイレベル）

アネックス校

●基礎学力テストで10点伸ばしたいキミ！！
数学

第3回基礎学力テスト対策を行います。最近出題されているいろいろな分野の融合問題
を、公立高校の入試問題からピックアップして演習していきます。難度は結構高く、この融
合問題の出来で数学の得点が大きく変わります。新傾向の問題を攻略し、ライバルに差を
つけましょう。

12/23,25,26 15:40～17:00
1/8 16:20～17:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

基礎学力テスト対策数学(ハイレベル)

南昭和校
または

アネックス校

●短期間で個別に苦手克服、レベルアップ！！
個別

詳しい内容についてはP12・13をご覧ください。

日程・時間については
申込み用紙の裏をご覧ください。
5回～全12回までなら、何度でも受講できます。

日程

金額 円12，200回数 回～5

内容

冬のパワーアップ講座 （指導科目は英・数／中3・2・1生合同）

それぞれ1講座からの受講もできます。

WINTER
SPECIAL
PLAN!
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中 学 3 年 生 ライブ授業  冬期講習会  講座案内 2014

南昭和校基礎学力テスト対策英語(スタンダード)
●基礎学力テストに向けて徹底的に復習しよう！

英語

第３回基礎学力テスト対策として、基礎学力テストの過去問を用いてこれまでに習った文
法の総復習を行います。特に２年生の時に習った文法事項の中には、忘れているものも多
く、その復習が高得点の鍵となっていきます。この冬にしっかりと復習に取り組み、志望校
合格に向けて一緒に頑張って行きましょう。

12/23,24,26,1/6
20:40～22:00

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

冬期特別特訓コース
ライブ授業（英語・数学）+冬のパワーアップ講座（個別・80分×5コマ）
3講座 合計36,600円が→セット料金30,000円に

冬休みは、いよいよ入試に向けて最後の仕上げにかかる時期です。期間は短いですが、入試前の緊張感によって学習効果が高まるという
点で、この冬期講習での学習が入試の結果に大きく結びつきます。
今回私たちTEC予備校が提案する講習会は、従来のライブ授業にプラスして集団個別クラスを設定します。演習形式ではありますが、
個々の課題を設定し、演習を行い、解説をします。最低80分×5コマの受講をしてもらいますが、これ以上の時間も受けていただいてか
まいません。余分の時間で冬休みの宿題をしてもらってもかまいませんし、質問にも答えます。
短い冬休みではありますが、集中して取り組み、良い冬休みにしましょう！！

基礎学力テスト対策（スタンダード）

南昭和校

●ラストスパートをかけて入試に備えましょう！
数学

第3回基礎学力テスト対策を行います。関数、相似の総合問題をはじめとした基礎学力テス
トの過去問で演習、解説を行い、解き方のコツや公式の確認をしていきます。また毎回、計算
中心の確認テストを実施し、本番において計算ミスで点数を落とさないように訓練をしま
す。最後のテストでしっかり結果を残し、第1志望校に合格できるようがんばりましょう。

12/23,24,26,1/6
19:00～20:20

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

基礎学力テスト対策数学(スタンダード)

南昭和校
または

アネックス校

●短期間で個別に苦手克服、レベルアップ！！
個別

詳しい内容についてはP12・13をご覧ください。

日程・時間については
申込み用紙の裏をご覧ください。
5回～全12回までなら、何度でも受講できます。

日程

金額 円12，200回数 回～5

内容

冬のパワーアップ講座 （指導科目は英・数／中3・2・1生合同）

それぞれ1講座からの受講もできます。

WINTER
SPECIAL
PLAN!



5

中 学 3 年 生ライブ授業  冬期講習会  講座案内2014

南昭和校

南昭和校

南昭和校

国公立中３入試対策理科(通期授業)
●苦手な分野を克服する最後のチャンスです！

理科

第3回基礎学力テスト対策を行います。多くの人が苦手としている化学変化、天体、圧力などの計算問
題をはじめ、最近重視されてきた記述形式の問題について演習、解説を行い、解き方のコツや公式の
確認をしていきます。また公立高校の入試問題を使い、実際の試験に即した問題演習も行います。最
後のテストでしっかり結果を残し、第1志望校に合格できるようがんばりましょう。

12/25,1/7
20:40～22:00

日程

金額 円7，250回数 回2

内容

国公立中３入試対策社会(通期授業)
●公民分野を得意科目にしよう！

社会

第３回基礎学力テスト対策として、公民分野の復習を中心に行います。政治や経済分野の重要語句の
確認から、記述形式の問題の解法について指導します、また、基礎学力テストの過去問や高校入試から
該当分野の問題を抜粋し、その解説を行います。本番の問題形式に慣れ、志望校合格に向けて頑張っ
て行きましょう。

12/25,1/7
19:00～20:20

金額 円7，250回数 回2

日程内容

国公立中３入試対策国語(通期授業)
●入試国語であと15点あげる技術を覚え込む！

国語

実践的な入試問題形式の問題を使って、入試に向けた問題演習を行います。冬休みが明けると、すぐに、基礎学
力テスト、実力テスト、そして入試と重要なテストが続いていきます。ここでいかに得点するかで今後の進路が
大きく変わってきます。国語は成績を上げにくい科目だとか、勉強の仕方がわからないとか言われますが、こと
試験に関する限り、問題の読み取り方、答の探し方、作り方を修得することで、得点は大きく上がっていきます。
記述が苦手という人、選択肢でいつも間違えるという人、作文で点が取れない人、是非この講座を受講してくだ
さい。こんなに簡単に国語で得点できるのかと驚くはずです。国語を得点源にして、志望校に合格しましょう！

12/25,1/7
17:20～18:40

日程

金額 円7，250回数 回2

内容
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中 学 2 年 生 ライブ授業  冬期講習会  講座案内 2014

南昭和校文理中２英語　ー不定詞の構文の先取りー
●３学期以降の学習に余裕をもって取り組もう！

英語

第５回実力テスト対策として、現在完了・不定詞の単元の先取りを行っていきます。この２つ
の単元だけでなく、3学期以降で習う単元のほとんどは高校英語に直結する非常に重要な
分野です。3学期以降の学習を余裕をもって迎えるためにも、まずはこの２つの単元にしっ
かり取り組んでいきましょう。

12/25,26,1/6,10
15:40～17:00

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

冬期特別特訓コース
ライブ授業（英語・数学）+冬のパワーアップ講座（個別・80分×5コマ）
3講座 合計36,600円が→セット料金30,000円に

２学期も終わろうとしていますが、テストでは満足いく結果が出たでしょうか？成績が上がって喜んでいる生徒もいれば、今一つ伸ばし切
れていない生徒もいると思います。せっかくの冬休み。２学期の積み残しはないようにして３学期新たな気持ちで臨みませんか？
今回私たちTEC予備校が提案する講習会は、従来のライブ授業にプラスして集団個別クラスを設定します。演習形式ではありますが、
個々の課題を設定し、演習を行い、解説をします。最低80分×5コマの受講をしてもらいますが、これ以上の時間も受けていただいてか
まいません。余分の時間で冬休みの宿題をしてもらってもかまいませんし、質問にも答えます。
短い冬休みではありますが、集中して取り組み、良い冬休みにしましょう！！

文理中学2年生

南昭和校

●第5回実力テストで高得点をとるための難問演習。
数学

中学内容が一通り終わり、これからは総合問題が中心になります。その中で頻出なのがグラ
フと図形です。この講座ではグラフと図形の分野を「高校への数学」を使って演習します。問
題は私立高校入試の過去問が多く、すぐに解けるようになるものではありません。しかし、難
問を解くことで、問題へのアプローチの仕方は増えます。多くの解き方を知っておくことで、
必ずこの先で有利に働くことは間違いありません。大変ですが、共に考え、頑張りましょう！

12/25,26,1/6,10
14:00～15:20

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

文理中２数学　－私立高校入試問題演習－

南昭和校
または

アネックス校

●短期間で個別に苦手克服、レベルアップ！！
個別

詳しい内容についてはP12・13をご覧ください。

日程・時間については
申込み用紙の裏をご覧ください。
5回～全12回までなら、何度でも受講できます。

日程

金額 円12，200回数 回～5

内容

冬のパワーアップ講座 （指導科目は英・数／中3・2・1生合同）

それぞれ1講座からの受講もできます。

WINTER
SPECIAL
PLAN!
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中 学 2 年 生ライブ授業  冬期講習会  講座案内2014

アネックス校時制、助動詞、不定詞、動名詞の徹底演習
●基礎学力テストを見据えた徹底演習

英語

2月にある基礎学力テストに照準を合わせて、１、２年生の文法の徹底演習を行います。特
に2年生で学習した時制、助動詞、不定詞、動名詞などは基礎学力テストだけでなく3年生
以降の英語の学習にも影響してくる重要な文法になります。この冬休みを利用して、「なん
となくできる」文法を「確実にできる」文法にレベルアップさせましょう！

12/23,25,26 15:40～17:00
1/6 19:20～20:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

冬期特別特訓コース
ライブ授業（英語・数学）+冬のパワーアップ講座（個別・80分×5コマ）
3講座 合計36,600円が→セット料金30,000円に

２学期も終わろうとしていますが、テストでは満足いく結果が出たでしょうか？成績が上がって喜んでいる生徒もいれば、今一つ伸ばし切
れていない生徒もいると思います。せっかくの冬休み。２学期の積み残しはないようにして３学期新たな気持ちで臨みませんか？
今回私たちTEC予備校が提案する講習会は、従来のライブ授業にプラスして集団個別クラスを設定します。演習形式ではありますが、
個々の課題を設定し、演習を行い、解説をします。最低80分×5コマの受講をしてもらいますが、これ以上の時間も受けていただいてか
まいません。余分の時間で冬休みの宿題をしてもらってもかまいませんし、質問にも答えます。
短い冬休みではありますが、集中して取り組み、良い冬休みにしましょう！！

国公立中学2年生

アネックス校

●文字式・方程式徹底攻略。
数学

２年生では文字式の扱いや連立方程式といったこれから数学を勉強していく上で何度も利
用する非常に重要な単元を学習しています。しかし、計算量が一気に増えるためにミスが
多くなる範囲でもあります。この単元を完璧にこなすことは今後数学を勉強していく上で
必須条件になるので、この講習会でこれからさらにレベルアップしていくための基盤を固
めていきましょう。

12/23,25,26 17:20～18:40
1/6 17:50～19:10

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

文字式・連立方程式の徹底演習

南昭和校
または

アネックス校

●短期間で個別に苦手克服、レベルアップ！！
個別

詳しい内容についてはP12・13をご覧ください。

日程・時間については
申込み用紙の裏をご覧ください。
5回～全12回までなら、何度でも受講できます。

日程

金額 円12，200回数 回～5

内容

冬のパワーアップ講座 （指導科目は英・数／中3・2・1生合同）

それぞれ1講座からの受講もできます。

WINTER
SPECIAL
PLAN!
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中 学 1 年 生 ライブ授業  冬期講習会  講座案内 2014

南昭和校文理中１英語　ー助動詞canの先取りー
●実力テスト対策を万全にしてテストに挑もう！

英語

第５回実力テスト対策として、助動詞can・時制のまとめの２つの単元を扱います。特に、時
制のまとめは徹底演習テキストの中１英語のまとめにも関わってくる分野で、範囲も広く、
復習すべきポイントも多くあります。冬休みの間に、先取りと既習範囲の復習を行い、第５
回実力テストに向けて余裕をもって取り組んでいきましょう。

12/23,24 15:40～17:00
1/6,10 14:00～15:20

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

冬期特別特訓コース
ライブ授業（英語・数学）+冬のパワーアップ講座（個別・80分×5コマ）
3講座 合計36,600円が→セット料金30,000円に

中学生活には慣れてきたけど・・・気がつけば「勉強が難しくなってきた」と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、今回私たち
TEC予備校が提案する講習会は、中学3年間の基礎となる重要なことばかりです。期間が短い冬休みだからこそ、時間を有効に使い、
しっかりと復習することが重要です。
従来のライブ授業にプラスして集団個別クラスを設定し、演習形式ではありますが、個々の課題を設定・演習を行い、解説をします。最低
80分×5コマの受講をしてもらいますが、これ以上の時間も受けていただいてかまいません。余分の時間で冬休みの宿題をしてもらって
もかまいませんし、質問にも答えます。短い冬休みではありますが、集中して取り組み、良い冬休みにしましょう！！

文理中学1年生

南昭和校

●第5回実力テストに余裕を持って臨むために。
数学

1次関数の予習を行います。実力テストの範囲でもあり、グラフの基礎となる重要な単元
です。グラフの書き方、グラフの式の求め方を中心にグラフの問題を解くための基礎知識
を叩き込みます。ここで基礎を固めて、3学期から学習する1次関数の応用に入れるように
しておきます。

12/23,24 14:00～15:20
1/6,10 15:40～17:00

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

文理中１数学　－1次関数の予習－

南昭和校
または

アネックス校

●短期間で個別に苦手克服、レベルアップ！！
個別

詳しい内容についてはP12・13をご覧ください。

日程・時間については
申込み用紙の裏をご覧ください。
5回～全12回までなら、何度でも受講できます。

日程

金額 円12，200回数 回～5

内容

冬のパワーアップ講座 （指導科目は英・数／中3・2・1生合同）

それぞれ1講座からの受講もできます。

WINTER
SPECIAL
PLAN!
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中 学 1 年 生ライブ授業  冬期講習会  講座案内2014

アネックス校基礎学力テスト対策英語
●基礎学力テストを見据えた徹底演習

英語

2月にある基礎学力テストに照準を合わせた徹底演習を行います。特に１年生で学習した
be動詞、一般動詞、複数形、代名詞、現在進行形、canなどは基礎学力テストだけでなく２
年生以降の英語の学習にも影響してくる重要な文法になります。この冬休みを利用して、
「なんとなくできる」文法を「確実にできる」文法にレベルアップさせましょう！

12/25,26 17:20～18:40
1/6,9 17:50～19:10

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

冬期特別特訓コース
ライブ授業（英語・数学）+冬のパワーアップ講座（個別・80分×5コマ）
3講座 合計36,600円が→セット料金30,000円に

中学生活には慣れてきたけど・・・気がつけば「勉強が難しくなってきた」と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、今回私たち
TEC予備校が提案する講習会は、中学3年間の基礎となる重要なことばかりです。期間が短い冬休みだからこそ、時間を有効に使い、
しっかりと復習することが重要です。
従来のライブ授業にプラスして集団個別クラスを設定し、演習形式ではありますが、個々の課題を設定・演習を行い、解説をします。最低
80分×5コマの受講をしてもらいますが、これ以上の時間も受けていただいてかまいません。余分の時間で冬休みの宿題をしてもらって
もかまいませんし、質問にも答えます。短い冬休みではありますが、集中して取り組み、良い冬休みにしましょう！！

附属中学1年生

アネックス校

●基礎学を見据えて、文章題とグラフの問題に慣れよう
数学

ここ近年、数学の問題はどんどん難しくなっています。特に文章題やグラフの問題はかな
り難しくなっています。この講座では、公立高校の入試問題から厳選した文章題と比例・反
比例のグラフの問題を演習していきます。文章題では速さ・割合を中心に、グラフでは融
合問題を中心に扱います。難問を一つでも解けるようにし、ワンランク上の実力をつけま
しょう。

12/25,26 15:40～17:00
1/6,9 19:20～20:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

方程式の文章題・グラフ問題演習

南昭和校
または

アネックス校

●短期間で個別に苦手克服、レベルアップ！！
個別

詳しい内容についてはP12・13をご覧ください。

日程・時間については
申込み用紙の裏をご覧ください。
5回～全12回までなら、何度でも受講できます。

日程

金額 円12，200回数 回～5

内容

冬のパワーアップ講座 （指導科目は英・数／中3・2・1生合同）

それぞれ1講座からの受講もできます。

WINTER
SPECIAL
PLAN!
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小 学 6 年 生 2014ライブ授業  冬期講習会  講座案内

南昭和校

南昭和校新文理中１英語　－アルファベットと英単語の予習－
●中学内容の先取りをして、余裕をもって中学生になろう。

英語

この講座ではアルファベットと日常生活の中に登場する簡単な英単語の練習をします。アルファベット
については、学校で習う書き順、字体についての予習を行います。文理中学校では、4月の課題テスト
から早速英語も出題されます。今後も非常に速いペースで進んでいくので、この冬休みでよいスター
トを切り、どんどん先取りをしていきましょう。

1/7,8
15:40～17:00

日程

金額 円5，600回数 回2

内容

新文理中１数学　－正負の計算の予習－
●中学内容の先取りを少しでも早く始めよう！

数学

この講座では、正負の数の予習を行います。まずは負の数の概念から理解し、負の数を使った足し算、
引き算の練習をしていきます。文理中1の数学で点数を取るためには早く正確に解ける計算力が絶対
必要です。その計算力をつけるためにも中学内容の先取りを少しでも早く始めましょう！！

1/7,8
14:00～15:20

日程

金額 円5，600回数 回2

内容

今回私たちTECが提案する講習会は、新文理中１対象の英語と数学の講座です。文理中学校では、２年間で中学内容を終了するため、非
常に早いペースで授業が進んでいきます。この講座では、文理中学入学後も余裕をもって定期テスト・実力テストを迎えられるよう、先取
りを行っていきます。また、冬休み以降もこの講座は通期講座として続いていくので、４月の課題テストやその先の中間テストに向けて、一
緒に学習する習慣を身につけていきましょう。

新文理中学1年生
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全 学 年ライブ授業  冬期講習会  講座案内2014

合格への鍵はやっぱり語彙力!!!
対策授業で語彙力強化!!!

合格への鍵はやっぱり語彙力!!!
対策授業で語彙力強化!!!

1/7（水）の授業では・・・
センター英単語1800／センター英熟語750（2級・準2級）／センター英単語1200（3級）を全範囲とした確認テストを
行います。
高速マスターと単語帳をしっかり活用して単語・熟語を覚えてきてください。
授業では・・・
大問１（短文の語句空所補充）の問題に集中的に取り組んでもらいます。
希望があれば、整序・長文問題の対策にも対応します。

●

●

南昭和校英検２級・準２級・３級　一次試験対策講座
●将来のために、早めのレベルアップをしましょう。

全学年

あらゆる分野でグローバル化が叫ばれている今日、英語に対する要求はますます大きくなってきてお
り、英検に対しての各高校・大学における優遇措置も多くあります。そんな中、今回の講習イベント、検定
対策を通して、英語力を計画的に伸ばしていき、高３の終わりまでに準１級の獲得を目指してほしいと思
います。授業では、各級とも、語句、文法、長文の各分野の演習に加え、少なくとも２回分の過去問題演習
を行います。また毎回確認テストで前回までの内容の確認をしていきます。　　　　　　　　　　　　
※検定の申込みは、書店、インターネット等で各自行っていただきます。　

12/24,12/27, 1/7,1/10
14:00-15:20

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

※テキスト代別途

２級
①

②

③

高速マスターで
“センター英単語1800”を
完全修得しよう
“センター英熟語750”を
完全修得しよう
英検対策テキストより
 “単語・熟語600語”を
完全修得しよう
過去問で実践演習し“40問”
（大問１ 全20問×2回分）を
完全修得しよう

準２級
①

②

③

高速マスター
“センター英単語1800”を
完全修得しよう
“センター英熟語750”を
完全修得しよう
英検対策テキストより
“単語・熟語400語”を
完全修得しよう
過去問で実践演習し“40問”
（大問１ 全20問×2回分）を
完全修得しよう

3級
①

②

③

高速マスター
“センター英単語1200”を
完全修得しよう
英検対策テキストより
“単語・熟語270語”を
完全修得しよう
過去問で実践演習し“30問”
（大問１ 全15問×2回分）を
完全修得しよう

『センター英単語1800』『センター英熟語750』『中学英単語でるでる1200』『英検 でる順 合格問題集（各級）』
使 用 教 材 ※TECで購入できます

受講生限定イベント【英検直前模擬テスト】

合格ラインを達成して本番に臨もう!!!

■
■
■

／
／
／

実 施 日
時 間
実施校舎

1/19（月）
18時～各級終了時間まで
南昭和本校

■ ／試験時間 ＜ 2 級 ＞
＜準2級＞
＜ 3 級 ＞

筆記75分/リス25分
筆記65分/リス25分
筆記40分/リス25分

計100分
計90分
計65分



冬のパワーアップ講座について 冬期講習会  講座案内 2014

12

年末年始を挟む冬休みは、

勉強時間を確保するのが難しい時期となり、

2学期の復習や入試対策を

十分にできないまま冬休みが

明けてしまったという声をよく聞きます。

そこで今回新しく提案させていただく講座が、

「冬のパワーアップ講座」です。

短期間で苦手克服やさらなる

レベルアップを目的とします。

パワーアップ講座
冬の

こ の 冬 、T E C の 新 提 案

winter session
2014

in TEC PREPARATORY SCHOOL

新しいタイプの集団個別授業
●5回～最大12回までなら何度でも受講OK!
●指導教科は英・数で、組み合わせは自由。
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　授業の進め方は演習形式になります。課題を設定時間内で解いてもらい、その後、解いてもらった問題を講師

が個別に採点し、質問対応をしていきます。そこで課題クリアとなれば次の課題を進めていきます。できなかった

場合は、さらに類題を渡し、解いてもらいます。講師は教室の前で待機していますので、分からないところは随時

質問することができます。

　授業の時間についてですが、申込用紙の裏に時間と実施校舎をカレンダー形式で載せていますので、希望の

時間に○をつけてください。最大で１２回まで受講が可能です。各時間帯に数学、英語の講師がいますので、たと

えば英語だけで１２回受講することも可能です。

　進めていく授業の内容については、事前に生徒面談を行い、一人ひとりに合わせた個別学習を提案します。中１

生であれば三人称単数のｓ、中２生であれば連立方程式の文章題や証明の書き方、中３生であれば関係代名詞や

図形の応用問題などです。この冬で徹底的に学習し、一気にレベルアップまたは苦手分野を克服しましょう。

パワーアップ講座
こ の 冬 、T E C の 新 提 案

winter session
2014

冬の

事前に生徒面談で
学習目標を設定

1

苦手分野を克服するのか、
得意分野をもっと伸ばすのか

この冬やるべきことを講師が提案し
授業内容と受講日時を

設定します。
課題を設定時間内で
解く（10～20分）

2

アウトプットの練習!!
わからないところは講師がいるので

いつでも質問OK!

次の課題をもらう

6

2～5を繰り返します。

解き直し

5

間違えた問題をやり直します。
直せたら

答え合わせをします。

答え合わせと解説

4

教室に講師がいるので
答え合わせと解説をします。

（5分程度）

授業の最後に
宿題を渡します

7

授業で練習した問題の復習です。
しっかりアウトプットして
完璧にしましょう!

課題の確認と解説
（5分～10分）

3

課題の内容をどの程度
理解しているかチェックします。
（ある程度の理解があるようなら

演習から入ります。）

冬のパワーアップ講座について冬期講習会  講座案内2014
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中 学 部 2014ライブ授業  冬期講習会  時間割

中
学
3
年
生

文理中

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

英語①
17：20～18：40

数学①
19：00～20：20

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語②
15：40～17：00

英語③
17：20～18：40

英語④
15：40～17：00

数学②
17：20～18：40

数学③
19：00～20：20

数学④
17：20～18：40

実施校舎

南昭和校

基礎学力
テスト対策
（ハイレベル）

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

英語①
14：00～15：20

英語②
14：00～15：20

英語③
14：00～15：20

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語④
17：50～19：10

数学①
15：40～17：00

数学②
15：40～17：00

数学③
15：40～17：00

数学④
16：20～17：40

実施校舎

アネックス校

基礎学力
テスト対策
（スタンダード）

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

英語①
20：40～22：00

英語②
20：40～22：00

英語③
20：40～22：00

数学①
19：00～20：20

数学②
19：00～20：20

数学③
19：00～20：20

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語④
20：40～22：00

数学④
19：00～20：20

実施校舎

南昭和校

国公立中

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

国語①
17：20～18：40

理科①
20：40～22：00

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

国語②
17：20～18：40

理科②
20：40～22：00

社会①
19：00～20：20

社会②
19：00～20：20

実施校舎

南昭和校

中
学
2
年
生

文理中

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

英語②
15：40～17：00

数学②
14：00～15：20

英語①
15：40～17：00

数学①
14：00～15：20

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語③
15：40～17：00

英語④
15：40～17：00

数学③
14：00～15：20

数学④
14：00～15：20

実施校舎

南昭和校

国公立中

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

英語①
15：40～17：00

英語③
15：40～17：00

数学①
17：20～18：40

英語②
15：40～17：00

数学②
17：20～18：40

数学③
17：20～18：40

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語④
19：20～20：40

数学④
17：50～19：10

実施校舎

アネックス校
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各種模試の実施スケジュール
志 望 校 判 定 模 試

12/27土
9：00～13：00中3生 9：00～12：30中2・1生

ア ド バ ン ス 模 試

12/20 土
9：00～13：00中3生

会場／TEC予備校 南昭和校 本校

中
学
1
年
生

文理中

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

英語①
15：40～17：00

英語②
17：20～18：40

数学①
14：00～15：20

数学②
14：00～15：20

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語③
14：00～15：20

英語④
14：00～15：20

数学③
15：40～17：00

数学④
15：40～17：00

実施校舎

南昭和校

附属中

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

英語②
17：20～18：40

数学②
15：40～17：00

英語①
17：20～18：40

数学①
15：40～17：00

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語③
17：50～19：10

英語④
17：50～19：10

数学③
19：20～20：40

数学④
19：20～20：40

実施校舎

アネックス校

小
学
6
年
生

新文理中1

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語①
15：40～17：00

数学①
14：00～15：20

英語②
15：40～17：00

数学②
14：00～15：20

実施校舎

南昭和校

全
学
年

英検２級
準２級・３級
一次試験
対策講座

12月22日（月） 12月23日（火） 12月24日（水） 12月25日（木） 12月26日（金） 12月27日（土）

英語①
14：00～15：20

英語②
14：00～15：20

1月5日（月） 1月6日（火） 1月7日（水） 1月8日（木） 1月9日（金） 1月10日（土）

英語③
14：00～15：20

英語④
14：00～15：20

実施校舎

南昭和校



T E C  P R E P A R A T O R Y  S C H O O L


