
 

 

中３ 保護者各位]                            2022年 06月 

                                      英進館中学部 

 

合格圏突破！「中３夏期『偏差値 Up！』Web特別講座」のご案内 
 

謹啓 初夏の候 保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、受験の天王山といわれる夏が目前になりました。来春の入試で合格の栄冠を勝ち取るため

には、まとまった時間のとれるこの夏で、入試における重要単元を克服・補強し、合格に必要な知

識の整理と、思考力の鍛錬が必要になります。そして、この夏の頑張りこそが、２学期で飛躍的に

学力を伸ばすことにつながっていきます。そこで英進館の夏期講習では、特にこの夏に克服してお

くべき重要単元について「夏期『偏差値Up！』Web特別講座」を企画いたしました。詳細につい

ては、下記の通りです。この夏を実り多いものにするために、是非ともご活用ください。  謹言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■科目（複数選択）：国語・数学（標準/基礎）・社会・理科・英語（標準/基礎） 

■授業時間数：各科目とも 合計 9時限（※授業はすべて動画配信） 

■授業内容：08月 24日（水）実施の「長崎五校模試」に直結する内容 

■お申込方法・お支払い方法 

５科目 35,000 円／４科目 30,000円／３科目 25,000円 

２科目 20,000 円／1 科目 10,000 円（税込・教材費含む） 
 

◆館 生 

別途お配りしております、「夏期進路調査票」にご記入ださい。夏期講習料と共に 

受講料につきましては、指定口座より引き落とさせていただきます。 

◆新規生 

下記の申込書にご記入の上、ご提出ください。 

受講料につきましては、夏期講習受講料とともに、指定口座にお振込みをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規生用】中３『偏差値 Up！』Web特別講座 申込書 

クラス 中３   クラス 申込日                     月                日 

生徒 

氏名 
 

保護者 
氏名 

   

受講 
講座 

□国語 □社会 □理科 □英語（標準） □英語（基礎） 

□数学（標準） □数学（基礎） 

昨年度のダイジェスト動画です。 

ぜひご視聴ください。 



 

 

[中３ 保護者各位]                            2022 年 06 月 

                                      英進館中学部 

 
               

 

 中３『夏季日帰り特訓合宿』のお知らせ 

 
 

謹啓 初夏の候 保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 

１学期も残り約1カ月半となりました。各単元の学習も１学期で終了し、夏期講習からは総復習

と実戦問題に入っていきます。「夏を制する者は、受験を制す」の言葉通り、お子様方にとっては

まさに「決戦の夏」を迎えます。お子様たちも『第一志望校』合格に向け、これまで以上に、受験

勉強へのモチベーションも上がってくる時期となりました。 

 

さて、コロナ禍以前は、当館は「中３夏季特訓合宿」を実施しておりました。しかしながら、諸

般の事情を鑑みて、大変残念ではございますが、今年も合宿はすべて中止といたしました。 

 

そこで、今年度は夏季合宿の代案として、長崎校にて『夏季日帰り特訓合宿』を開催する運びと

なりました。この特訓では、豊富な授業時間数を確保し、入試実践力、応用力をつけるための英進

館オリジナルカリキュラムで授業を進めてまいります。 

『夏季日帰り特訓合宿』では、普段お通いの教場の生徒のみならず他教場の良きライバル達と競

い合うことで、受験生としての自覚も芽生え、モチベーションアップに繋がります。ぜひともご

参加ください。なお、定員の関係上、先着申込順とさせていただきます。申し込み締め切り前で

あっても、定員になり次第締め切りますので、あらかじめご了承ください。       謹言 

 

【お申込方法・お支払い方法】 

◆館 生 

別途お配りしております、「夏期進路調査票」にご記入ださい。 

特訓費用 39,600 円(税込)につきましては、指定口座より引き落とさせていただきます。 

◆新規生 

下記の申込書にご記入の上、ご提出ください。 

特訓費用 39,600 円(税込)につきましては、夏期講習受講料とともに、指定口座にお振込みをお

願いいたします。 

記 

★TZ・公立夏季日帰り特訓テーマ：『夏を制する者は、受験を制す！』 
 

 TZ 公立 

国語 難関私立高入試に向けて、説明的文章、文学的文

章、古典の各ジャンルの文章題を徹底攻略。設問

へのアプローチの仕方を丁寧に解説し、 読解力、

記述力のさらなる伸長を図ります。 

入試を想定した「論説文」「小説文」の読解法の伝

授と演習教材の詳細解説に加え、確認テストの反

復により集中的に読解力の定着を図ります。並行

して「古典知識」「文法」の暗記・理解を通して入

試に不可欠な知識事項を固めます。 

数学 難関私立高入試において最重要単元の２次関数を

徹底鍛錬。基本から入試レベルまでパターン別に

攻略します。 

入試で重要な部分を占める『関数と図形』の解法

テクニックを確認していきます。より入試に近い

大問形式の問題を数多く練習していきます。 各大

問の中で基礎から実戦レベルまでを網羅した構成

になっています。 

社会 特に難関私立高校入試で差がつく、国会・内閣・

裁判所といった公民分野の政治内容を徹底攻略！

頻出の正誤問題に対応できるレベルでの定着を図

ります。 

 

歴史の中でも中々手の回らない各時代の文化の特

徴をしっかりと時間を取って学習します。地理分

野は実際の入試レベルの問題を演習・解説。公立

入試で大半を占める論述問題の対策も行います。 

理科 入試問題で、中１～中３理科の基本～応用事項を

総復習します！ また、2 年生学習分野を重点的に

強化します。 

 

『地震・オームの法則・湿度・質量保存の法則・

水溶液の濃度計算・圧力』苦手な計算問題を徹底

攻略。基本レベルの問題から入試レベルの問題に

対応できる技術をここで習得します。 

英語 難関私立高入試頻出の文法事項をわかりやすく整

理し徹底インプット！更に入試プレテストで実戦

的な演習を重ね、 「本番で戦える力」の早期完成

につなげます。 

 

文法総合問題を通じて、入試に頻出な傾向の問題

の演習を積み重ねます。また、実際の入試を想定

した読解問題やリスニング問題に取り組み、入試

に必要な重要表現・解き方の習得を図ります。 

 

★中３『夏季日帰り特訓合宿』 実施要領 
■日程  ８月 7 日(日)・８月 8 日(月)・８月 10 日(水)の３日間  

■時間  13:15～21:25 
    ※１コマ 40分授業✕１日 10 コマ✕３日間 (途中食事休憩有り) 

■会場  英進館長崎校 

■費用  39,600 円（税込・教材費込） 

【館  生】夏期講習受講料とともに、指定口座より引き落としになります。 

【新規生】夏期講習受講料とともに、指定口座にお振込みをお願いいたします。 

■お申込み ７月 1０日(日)締め切り 
      ※先着申込順です。定員になり次第、受付を締め切ります。 

【持参品】 ・マスク ・ハンカチ ・筆記用具 ・お弁当 ・水筒  

※登校前には必ず検温を実施してください。また、体調不良の場合には、無理な登校をお控えください。  

※校舎周辺は駐停車禁止区域です。提携のコインパーキング等のご利用をお願い致します。 
 

 

 

 

【新規生用】中３『夏季日帰り特訓合宿』 申込書 

クラス 中３   クラス 申込日                     月                日 

生徒 

氏名 
 

保護者 
氏名 

   

参加者全員に、08/2４実施の長崎五校模試対策問題２回分（解説動

画付き）をお配りします。お盆休暇に学習を深めましょう！ 



[小 6 受験クラス保護者各位]                             2022．６月 

                                          英進館小学部 

 
               

 

小 6 受験クラス『夏季日帰り特訓合宿』のお知らせ 
 

 

謹啓 初夏の候 保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

１学期も残り約 1 カ月となりました。各単元の学習も１学期で終了し、夏期講習からは総復習と実戦問題

に入っていきます。「夏を制する者は、受験を制す」の言葉通り、お子様方にとってはまさに「決戦の夏」

を迎えます。お子様たちも『第一志望校』合格に向け、これまで以上に、受験勉強へのモチベーションも上

がってくる時期となりました。 

 

さて、英進館では、コロナ禍以前は、夏休み期間中に「小６夏季特訓合宿」を実施しておりました。しか

しながら、諸般の事情を鑑みて、大変残念ではございますが、今年も夏季特訓合宿は中止といたしました。 

 

そこで、夏季特訓合宿の代案として、右記の要領にて各地域の拠点教場にて『夏季日帰り特訓合宿』を開

催する運びとなりました。この特訓では、豊富な授業時間数を確保し、入試実践力、応用力をつけるための

英進館オリジナルカリキュラムで授業を進めてまいります。 

『夏季日帰り特訓合宿』では、普段お通いの教場の生徒のみならず、他教場の良きライバル達と競い合う

ことで受験生としての自覚も芽生え、モチベーションアップに繋がります。また、合宿同様に、『目指せ！

メダリスト』を合言葉に、日々の成績上位者に対しクラス単位でメダル授与を行います。ぜひともご参加く

ださい。 

 

参加ご希望の方は、右記の申込書を各教場の窓口までご提出下さい。特訓の費用 39,600 円(税込)につ

きましては、夏期講習授業料とともに、指定口座より引き落とさせていただくか、新規生の方はお振込み

をお願いいたします。 

なお、定員の関係上、先着申込順とさせていただきます。申し込み締め切り前であっても、定員になり

次第締め切りますので、あらかじめご了承ください。 

謹言 

 記 

 

【新規生用】小６ 『夏季日帰り特訓合宿』 申込書 

クラス 小６ (      ) クラス 申込日 月   日 

受

付 

印 
 

生徒 

氏名 
 

保護者 

氏名 ○印    



★夏期日帰り特訓テーマ：『夏を制する者は、受験を制す！』 

 

★講座内容 

 TZS・TZ 
（ラサール中・久留米附設中など） 

TS・SA・BJ 
（青雲中・長大附属中・県立中など） 

国語 
難関中入試問題などを題材に「合格を勝ち取

る」ための読解力＆記述力養成！ 
「合格を勝ち取る」ための読解力養成！ 

算数 
久留米附設・ラサール入試予想問題の演習解説

で実践力を養成！ 

平面図形・立体図形・数の性質・規則性・場合

の数を徹底攻略。入試頻出単元を攻略して、得

点力に差をつけよう！ 

社会 
難関中入試問題の演習解説を実施。正誤問題を

など頻出の問題形式を攻略！ 

実戦形式の地・歴・公総合問題で志望校合格に

向けて実力 UP！ 

理科 
久留米附設中、ラ・サール中の過去問演習で、

実践力アップ！ 

入試頻出である「星の動き・星座」の知識・計

算、「回路（電流）」の図や表を読み取った上

での計算問題を徹底攻略！ 

 

★実施要領 

❐日 程  ８月 7 日(日)・8 月 8 日(月)・8 月 10(水)の３日間  

 

❐時 間  09:30～18:25 
       ※１コマ 40分授業✕１日 10 コマ✕３日間 (途中休憩有り)  

 

❐会 場  英進館長崎校 
 

❐費 用  39,600 円（税込・教材費込） 
【館 生】夏期講習受講料とともに、指定口座より引き落としになります。 

【新規生】夏期講習受講料とともに、指定口座にお振込みをお願い致します。 

 

❐お申込  ７月 10 日(日)締切り 
       ※先着申込順です。定員になり次第、受付を締め切ります。 

【館 生】別途お配りしております、「夏期進路調査票」にご記入ください。 

【新規生】夏期の申込書にご記入の上、ご提出ください。 

 

❐持参品  マスク、ハンカチ、筆記用具、お弁当、水筒  

 

※登校前には必ず検温を実施してください。体調不良の場合には、無理な登校をお控えください。  

※校舎周辺は駐停車禁止区域です。コインパーキング等のご利用をお願い致します。 



小４～小６保護者各位                                 2022年 

英進館長崎校 

 

主体性・表現力を培う 

「夏期 思考探究オプション講座」 のご案内 
謹啓 

生徒、保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、皆様もご存知の通り、2020 年度より大学入試制度が大きく変わりました。それに伴い、近年の

高校入試の問題におきましても、従来の知識偏重の入試問題から、多くの図やグラフ・対話文から情報を

読み取り、自分の言葉で意見をまとめさせるといった思考力・表現力を問う問題へと変化してきておりま

す。 

そういった新入試に求められる力を培う授業として、当館では 2017 年度より『思考探究教室』を開講

してまいりました。この「思考探究教室」は、小４～６までを対象とした無学年制の授業で、新聞記事や

報道写真を元にした題材をみんなで読み解き、グループディベートを行っています。また、毎月一つのテ

ーマに基づいた論文を作成し、発表する機会を設けているため、協調性・主体性・表現力を伸ばすことが

でき、今後の入試で求められる人物評価に対応できる人気のカリキュラムとなっております。 

夏期講習ではオプション授業として普段授業にご参加されていない方でもご受講できるようになってお

ります。夏休みの自由研究の題材としても最適ですので、奮ってご参加ください。 

なお、教材の数に限りがございますので、受講申込みに関しましては先着順受付、定員に達し次第の〆

切とさせていただきます。ご希望の方は、お早目にお申し込みください。 

ご不明な点などございましたら、ご遠慮なく当館までお問い合わせください。         謹白 

 

■「夏期 思考探究教室オプション講座」の詳細 
 

◎授業テーマ 「地球の未来を守るために」 
 

◎授業日程 8 月 7日（日），8日（月），10 日（水） 計３日間 ９時限 
 

◎授業時間 10：15～12：25（1 日 40分×3コマ授業） 
 

◎受講料 館生￥8,140-（テキスト代を含む） 新規生￥10,230-（テキスト代を含む） 
※受講料は、夏期講習受講料と共にご請求いたします。 

※早期割引特典適用の場合は新規生の方も￥8,140-となります。 

※集団授業にお通いで、現在思考探究を受講されていない方がお申込の場合は、￥8,140-となります。 
 

◎申込方法 
新規生の場合：別紙の「夏期講習申込書」にて、申込みの有無をご記入ください。 

塾生の場合：下記申込書をご提出ください。なお、現在受講中の方は原則参加となります。 

 

FAX でのご提出も可能です（FAX：095-840-0797）

■お問い合わせ  長崎校（095）840-0788 担当：吉永 

 
 

 

夏期講習「思考探究教室オプション授業」申込書（館生用) 

 
◎夏期講習思考探究教室オプション授業に申込みます          2022年  月  日 

小学（ ４ ・ ５ ・６ ）年（     ）クラス 

 生徒氏名                 保護者氏名               印 

キリトリ 



 

≪思考探究教室で身につく力≫ 

◆文章をまとめる力を 

身につけます 
 

キーワードを見つけ、箇条書きにしたあと、文

章の要約を行います。 

毎週の宿題で、書く訓練をします。 

 

◆意見を交換する力を 

身につけます 

 

答えが一つではない社会問題に対して、友達と意

見を交換したあとに、ディベート（討論）などを

行います。 

テキスト１冊中で、必ず１回ディベートを実施し

ます。 

 

◆意見を発表する力を 

身につけます 

 

テキストのまとめとして、テーマに応じた論

文などを作成し、友達の前で発表をします。 

発表の方法は、論文を読むだけでなく、「新

聞にまとめる」、「プレゼンテーションスライ

ドにまとめる」など、表現方法は自由です。 

発表が終わったあとは、友達同士で評価をし

合い、次のテーマに向けて意欲を高めます。

また、通常授業では作成した論文などを教師が添削してお返しします。 


