
 
2021 年度  Evening 特別講座 
冬期講習要項  ～高Ⅰ生～ 

 

Evening 特別講座の冬期講習は、短い休みの期間中でも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。冬期講習を上手に利用し、大学入試合格、成績アップを勝ち取りましょう！ 

冬期講習期間 ：前期 2021 年 12 月 21 日（火）～12 月 25 日（土） 
後期 2021 年 12 月 27 日（月）・28 日（火） 

2022 年 1 月 04 日（火）～01 月 06 日（木） 
場所 ： 愛恵ビル（全期間） 

※新型コロナ感染拡大防止のため一部授業をオンラインにて行います。 

※新型コロナ感染状況により一部日時を変更することがあります。ご了承ください。 

講座ラインナップ 詳細は http://www.especialseminar.com/ 

 

★英検単語対策 前期 10：40 ～ 12：10 
英検の勉強、何をやったら良いかわからない。自分だけではどうしても勉強できない。そんな

人は、一緒に単語学習から始めてみませんか？英検突破の第一歩であり、合格の鍵は英単語・熟

語を覚えることから！ 

★徹底演習講座 
総合選抜型、一般試験型、どの型であっても取得していて損がないもの、「英検」。年明けに行

われる 2021年度第 3回試験合格のヒントをお伝えいたします。 

① 英検 2 級 後期 14：40～16：10  ② 英検準 2 級 後期 10：40～12：10 
③ 英検 3 級 後期 16：20～17：50 

 

  

英検対策講座 
すべてのパートを 5 日間、 
じっくり集中的に学びましょう。 

文系・理系を決めたあなたへ おすすめの講座は内面に！ 

 

冬期講習プライベート講座 
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） 
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 

Evening 特別講座教務運営事務局 
東京都北区中里 2⁻6⁻1 愛恵ビル 10B 
TEL/FAX 03-5980-7847 
evening.special.seminar@gmail.com 



国立志望の生徒は、文理両方の受講をお勧めします。 

   
   

★英語 前期・後期 14：40 ～ 16：10 
文理どちらの人にも欠かせないこの科目。苦手としてしまうと差がついてしまいます。2 学期の

復習内容である準動詞や関係詞、比較級を中心に、受験必修単元を学ぶことにより、Ⅱ年生以降の

学習につなげていきましょう。 
※前期と後期は別内容の講座となります。 

受講組み合わせ例 
    

※文系選択者の方で「三学期の数学が…」という方は、プライベートでじっくり予

習し、評定平均値を上げていきましょう！ 
※苦手な科目はプライベート講座（個別指導）でしっかり補強しましょう。 
※追試対策、ご相談ください。  

文系の人へ 理系の人へ 

★現代文 後期 13：00 ～ 14：30 
日本語だと思って甘くみていません

か？模擬試験で点数が取れない……そう

思っている方、読み方間違えています！シ

ステマチックに確実に、得点するコツを手

に入れよう。 

★古文 前期 13：00 ～ 14：30 
苦手と思う人が多いこの科目。だからこ

そ、武器にできれば一歩先に行ける。さぁ、

苦手克服、得意を伸ばす冬にしよう。 

★数学 前期・後期 16：20～17：50 
理系に進んだら高Ⅲで学習する数学Ⅲま

で新規単元が続きます。既習内容を固めるな

らば、長期休暇をうまく使うべきです。 
前期：数ⅠⅡ 後期：数 A 
※どちらか一方のみの受講も可能です。 

★物理 後期 13：00 ～ 14：30 
物理基礎の内容、本当はもっと多いんで

す。ネオパルを開いてみましょう。定期試験

がないこの時期に取り返しましょう。 

★生物 前期 18：00 ～ 19：30 
覚えることが多いこの科目。高 2になった

ら、化学が加わり生物基礎どころではなくな

ります。「今」、定着させましょう。 

・私立文系 

- 現代文 

- 古文 

- 英語 後期 

合計 67,300 円 
国立を狙うなら数学を追加 

・私立理系 

- 数学 両期 

- 生物 or物理 

 

合計 67,300 円 
国立を狙うなら現代文を追加 

 

・文系英語重視 

- 現代文 

- 英語 両期 

- 英検徹底演習 

合計 89,400 円 

・理系苦手補強 

- 数学 前 or後 

- 生物 or物理 

- プライベート講座 

合計 79,200 円 
個別指導では個々に最適の指

導を行います。 



◆ お申込みについて 

別紙申込書に必要事項を記入し、16:00 以降に直接教務運営事務局（聖学院中学高等学校本

館 4 階 402 教室）にお持ちいただくか、お申込用紙を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、Evening 特別講座事務局にお問い合わせ

ください。 
申込締切：2021 年 12 月 16 日（木） 

◆ 料金について（税込）     前期後期それぞれ 1 科目扱いとなります。 

高校生 価格 

1 科目 23,100 円 

2 科目 46,200 円 

3 科目 67,300 円 

4 科目 89,400 円 

5 科目 111,500 円 

プライベート講座 
（60 分×5 日間） 

33,000 円 

※クラス授業は 1 コマ 90 分×5 日間となります。 
※お支払いは後日発行の請求書に記載の口座へお振り込みください。 

 
 
 
 
 
 

オンライン授業での ZOOM の利用について 

Evening 特別講座では、新型コロナウィルスの拡大防止をするため、3 密の回避、手洗い・消毒

を徹底しております。それに伴い、一部の授業はオンラインにて実施いたします。 
オンライン授業では、ZOOM を用います。対象者には、使用手順書を配布いたします。手順書に

沿って、接続を行ってください。 

  

Evening 特別講座教務運営事務局 

TEL/FAX ：03-5980-7847（授業中は留守電にご用件をお伝えください） 

WEB     ：http://www.especialseminar.com/（「Evening 特別講座」で検索） 

e-mail  ：evening.special.seminar@gmail.com 



冬期講習カレンダー 

前期時間割 
10:40~12:10 13:00~14:30 14:40~16:10 16:20~17:50 18:00~19:30 

 古文 英語 数学Ⅰ・Ⅱ 生物 

後期時間割 
10:40~12:10 13:00~14:30 14:40~16:10 16:20~17:50 18:00~19:30 

 
物理 

英語 数学 A  
現代文 

※ 愛恵ビルに自習でお越しの際には、前もってご連絡ください。 

※ 状況に応じて日程が変更となる恐れがあります。最新の情報を優先してください。 

 
 
 
継続は力なり 
 「冬休み一生懸命に勉強した～」と言って、その後が疎かになってしまっては元も子もありませ

ん。毎日ちょっとずつ、継続していくことが大切です。 
 Evening 特別講座では皆さんの勉強を継続的にサポートしていきます。週 1、2 回 EV 特にいら

していただくことで、日々の学習経過をチューニングする機会にしてください。 
 通常授業については右記 QR コードより HP をご確認ください。 
  

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 

       

12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 

   休校 休校 休校 休校 

1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 

休校 休校    学校始業式 休講 

1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 

休講 成人の日 

休校 

Ev 特通常授

業開始 

    

冬期講習 前期 

冬期講習 後期 

冬期講習 後期 



2021 年度 Evening 特別講座  冬期講習 申込書 
      

生徒氏名 高Ⅰ クラス              番号 

住所 〒       -            

             都 

          県 

自宅電話番号 携帯番号（保護者） 

メールアドレス（生徒）                      ＠seig-boys.jp 保護者サイン 

メールアドレス（保護者）                                                                  ＠ 

      

ご希望の講座に丸を付けご提出ください。    

高Ⅰ 無学年講座 

英語 前期 後期 両方 英検単語講座  

数学 前期 後期 両方 

英検徹底演習 

3 級  

古文  準 2 級  

現代文  2 級  

生物  プライベート講座 

物理  期    時より   分間 科目（     ）  

  期    時より   分間 科目（     ）  
   

受講科目数 前期      講座  後期      講座   

受講料合計金額 
       円（税込） 

※お支払いはお振込みにてお願いします。 
  

備考欄 

※通常口座振替の方も、こちらの料金はお振り込みとなりますのでご注意ください。 

※プライベート講座はお申し込み後に日程の相談をさせていただく場合がございます。締め切り以降のお申込み

の際には、あらかじめご相談ください。 

※兄妹のお申し込みは、詳細を備考欄にご記入ください。 


