
※全て旧学年表記です。ご注意ください。 
2021 年度 

Evening 特別講座 春期講習要項 
 

 

春休みが終わると学年が一つ上がります。特に高校Ⅱ年生は高校Ⅲ年生にあがり受験学年となります。春休み

の間「どうせ受験学年になったら勉強しなければいけなくなるし、春休みは遊んでおこう」となってしまうと、

結局、学年があがっても、そのままずるずるとたるんだ生活を送ってしまうというパターンになる人もいます。

春休みのうちから受験に向けて準備をしていくことが大事です。 

Evening 特別講座の春期講習は、確実に効果が出せるカリキュラムと少人数制で、着実に成績アップに結び付

けます。この機会を上手に利用し、大学入試合格、成績アップを勝ち取りましょう！ 

春期講習期間：前期 3 月 25 日(金)・26 日(土)，28 日(月)～30 日(水) 

後期 3 月 31 日(木)～4 月 2 日(土)，4 月 4 日(月)・5 日(火) 

場所：学校／愛恵ビル 

※開催場所は各講座欄をご確認ください。また、変更の際には個別に連絡いたします。 

※プライベート講座の実施場所などは個別に別途指示いたします。 

※新型コロナウィルスの感染状況によってはオンラインの場合もあります。 

講座ラインナップ ※全て旧学年表記です。ご注意ください。 

春期講習プライベート講座 

 Evening 特別講座では、春期講習でもプライベート講座を行っております。ご希望日時は先着順となりますの

で、お早目にお申し込みください。 

対象：中 1～高Ⅱ  科目：全科目（日程により、ご希望に添えないことがあります） 

料金：高校生 33,000 円（60 分×5 日間、税込） 

   中学生 24,750 円（60 分×5 日間、税込） 

お申込み方法：別紙の申込書に必要事項を記入し、運営本部にお持ちいただくか、E メール・FAX にてご提出く

ださい。 ※開講場所は別途お知らせいたします。 ※60 分か 90 分単位の受付となります。 

スタートアップ化学～理系を選択した高校Ⅰ年生へ 

 いよいよ 4 月から化学基礎・化学の授業がスタートする理系選択の高校 1 年生のみなさ

ん。周期表やイオン式はもちろん覚えていますよね。聖学院の化学は、1 年で盛りだくさん

の内容を学びます。中学生のころに習った様々な基礎知識を今のうちに復習しましょう。そ

して、ちょっと先取りもして、余裕をもって 4 月からの授業に臨みましょう。 

後期 16:20〜17:50（90 分間）  

Evening 特別講座教務運営事務局 

東京都北区中里 3-12-1  

聖学院中学高等学校本館 402 教室 

TEL/FAX 03-5980-7847 



中学生対象の講座 
学び直し講座 （ 無学年講座 ） 

中学生には「学び直し講座」をご用意しております。学年の 初から現在まで学習した、単元のプリントを演

習形式で解いていき、わからない部分は解説を加えながら進めていきます。弱点を確認し、克服するのに 適な

講座ですので、ぜひご参加ください。 

前期 学校 402 集合 

数学  09:00〜10:30 （90 分間） 

英語  10:40〜12:10 （90 分間）  

国語  13:00〜14:30 （90 分間）  

後期 学校 402 集合 

数学  09:00〜10:30 （90 分間） 

国語  10:40〜12:10 （90 分間）  

英語  13:00〜14:30 （90 分間）

 

 

中 3 総復習クラス            前期 学校 402 集合 

高校を目前に、難しさに対応しきれず、定期テストで

はその場しのぎの学習になってしまっているお子様も多

いと思われます。学校の勉強と並行して、定着させるた

めに復習をやっていくのはかなり大変です。春休みを利

用して、これまでに学習した中学の範囲を踏まえて、高

校範囲の英語と数学をしっかり定着させましょう。 

 

 

英語・数学クラス授業 

夏休みや冬休みと比べてアッと言う間に過ぎ去ってし

まうわずかな春休みの時間を無駄にすることなく 5 日間

集中して学びましょう。 

扱う内容は、次学年先取りです。英語、数学ともに学

年を経るにつれてドンドン難しくなっていきます。でき

るだけ多くの事柄を事前に学習して次の学年へと備えて

いきます。 

コロナ禍での学習方法に悔いが残っている方。切り替

えのチャンスは「今」です。 

  

数学  13：00〜14：30 （90 分間） 

英語  10：40〜12：10 （90 分間） 

中１ 学校 402 集合 

英語 前期 13：00～14：30（90 分間） 

後期 13：00～14：30（90 分間） 

数学 前期 14：40～16：10（90 分間） 

後期 14：40～16：10（90 分間） 

中２ 前期 愛恵ビル  後期 学校 402 集合 

英語 前期 16：20～17：50（90 分間） 

後期 14：40～16：10（90 分間） 

数学 前期 14：40～16：10（90 分間） 

後期 16：20～17：50（90 分間） 

中３ 学校 402 集合 

英語 後期 10：40〜12：10（90 分間） 

数学 後期 16：20～17：50（90 分間） 



※全て旧学年表記です。ご注意ください。 

☆高Ⅰ対象の講座 愛恵ビル 
英語 

前期  13:00～14:30 後期  13:00～14:30 

3 学期の授業の復習が中心となります。準動詞や関係詞を中心に、受験必修単元を学ぶことにより、復習をし

ながら新高Ⅱ年以降の学習につなげていきます。 

数学 
前期  14:40～16:10 後期  10:40〜12:10 

3 学期に学習した式と証明・三角関数の復習をします。特に三角関数は、覚えるべき公式が多いため、なかな

か定着しにくい反面、理系選択者にとっては必須事項です。しっかりと定着させて受験準備をしましょう。 

スタートアップ化学 物理 
後期  14:40～16:10 前期  10:40〜12:10 

化学を直感的に捉えるのは難しいです。まず大事なの

は化学的なものの捉え方になれること。早くスタート

をきり、一刻も早く化学的な視点を Get しましょう。 

高 1 で学習した力学は受験では高配点。しかし、単元

はそれだけではありません。復習と先取りを行いま

す。今から受験に備えていきましょう。 

日本史 世界史 

後期  16:20～17:50 後期  16:20～17:50 

校のスピードと合わせていくのではなく、先に学習し

ていくことにより、受験に向けて良いスタートダッシ

ュを切ることができます。 

新学期の世界史授業にスムーズに入っていけること、

受験を念頭においたとき、入試で得点するために何が

大事か知ることの 2 点を重視した授業を行います。 

現代文 生物 

前期  16:20～17:50 前期  16:20～17:50 

日本語だからと言って侮ってはいけません。文章の構

造を把握し、出題者の意図をしっかり捉えられるよう

になりましょう。 

受験生物は覚えることがたくさん。しかし、覚えてい

るだけでは問題が解けない。問題演習を通し、科学的

思考を手に入れましょう。 

☆高Ⅱ対象の講座 愛恵ビル 
英語 数学 

前期  13:00～14:30 後期  13:00～14:30 前期  16:20～17:50 後期  13:00～14:30 

今まで学習した文法単元の総復習を行います。これか

ら受験英語を始めようと思っている方もぜひ受講し

てください。 

数ⅠA・ⅡBの総復習を行います。今まで授業で学んだ

ことを使い、入試問題にチャレンジしていきましょ

う。受験生として 高のスタートを切りましょう。 

現代文 化学 
前期  14:40～16:10 後期  14:40～16:10 後期  16:20～17:50 

日東駒専レベルの評論と知識について進めていきま

す。長期休みをうまく利用し基礎力を身に着けレベル

アップをしていきましょう。 

無機化学や高分子化合物について行います。暗記項目

が多い単元ですが、春のうちに全容を掴んだうえで、

新年度からの入試問題演習に備えましょう。 

日本史 世界史 

前期  14:40～16:10 後期  14:40～16:10 前期  14:40～16:10 後期  14:40～16:10 

歴史を縦から見るだけでなく、各分野に分け、「横」

に見ることで、確実な知識の定着をはかります。 

世界史は「暗記」科目ではありません。残された物

語を丁寧にたどり、理解し、定着させましょう。 

古文 ※各講座、前期・後期と別の内容でひと続きのものと

なっております。前期と後期とをお申込みいただく

と、2 科目分の料金となります。前期のみ、または後

期のみのお申込みの場合は 1 科目分の料金です。 

前期  16:20～17:50 

新受験生として、まず「今の自分に足りないもの」が

何かを見定め、今後 1年間の指針を立てるために、文

法、語彙、古典常識から読解までの総点検を行います。 



お申込み・料金について 

 

◆ お申込みについて 

同封されているお申込み用紙に必要事項をご記入用の上、スキャンしていただき、Evening 特別講座教務

運営事務局の電子メール( evening.special.seminar@gmail.com ) か FAX（03-5980-7847）にご送信くださ

い。上記 2つが難しい場合は、担任の先生にお渡しください。 

申込締切：2021 年 3 月 16 日（火） 

 

◆ 料金について（税込） ※1 科目は 1 期分の料金です。 

･料金表 

1 科目 23,100 円 4 科目 89,400 円 

2 科目 46,200 円 5 科目 111,500 円 

3 科目 67,300 円 6 科目 133,600 円 

※各講座、前期・後期別内容のものとなっておりますので、前期・後期お申込みいただくと 2 科目分の料金とな

ります。前期のみ、または後期のみのお申込みの場合は 1 科目分の料金です。 

◆ 第 2 教室 愛恵ビルの立地 

学校以外での授業を行う場所は、 

〒114-0015 

東京都北区中里 2－6－1 

愛恵ビル 10B 

となります。 

お申込み・お問い合わせ はこちらまで 
聖学院公認放課後講座 Evening 特別講座教務運営事務局 

住所  ：東京都北区中里 2-6-1 愛恵ビル 10B 

営業時間：13：00-20：00 

TEL/FAX：03-5980-7847 
WEB   ：http://www.especialseminar.com/ 
e-mail  ：evening.special.seminar@gmail.com 
※右の QR コードよりぜひ LINE にご登録ください。 


