
1学期までに学習する内容から、つまずきやすいポイントに的を絞り解説・問題演習を行います。 ※ 単科ゼミの教材は授業の初日にお渡しします。

夏期講習（夏期講習・夏期実戦演習・単科ゼミ）中2

7月28日（火）～7月30日（木） 8月26日（水）～8月28日（金）8月2日（日）～8月4日（火）

※英数国 1教科60分×3時限×5回

＊1：18：00～19：30  ＊2：19：40～21：10

※英数国 1教科60分×3時限×5回

※英数国 1教科60分×3時限×9回 ／ 理社 1教科60分×2時限×9回

2V／中2難関高校受験コース 対象：国立大附属・難関私立・公立トップ高校志望者 2K／中2公立上位高校受験コース 対象：公立上位高校志望者

開講教室 英数国 理社
前期 後期 前期 後期

御茶ノ水
13：30～16：50

または
17：20～20：40

16：10～19：30 10：30～12：40 13：30～15：40

渋谷
  9：20～12：40

または
17：20～20：40

13：30～16：50 13：30～15：40 －

新宿
13：30～16：50

または
17：20～20：40

13：30～16：50 17：20～19：30 －

祖師谷 17：20～20：40   9：20～12：40 14：40～16：50 －

池袋
  9：20～12：40

または
17：20～20：40

  9：20～12：40 － 17：20～19：30

大泉学園
  9：20～12：40

または
17：20～20：40

17：20～20：40 14：40～16：50 －

三鷹
13：30～16：50

または
17：20～20：40

13：30～16：50
または

17：20～20：40
10：30～12：40

または
17：20～19：30

10：30～12：40

立川 17：20～20：40 17：20～20：40 14：40～16：50 －
町田 New 13：30～16：50 － 10：30～12：40 －
横浜   9：20～12：40 17：20～20：40 13：30～15：40 －
大宮 17：20～20：40 － 14：40～16：50 －

開講教室 英数国 理社
17：20～20：40 14：40～16：50

調布 13：30～16：50 10：30～12：40
八王子   9：20～12：40 13：30～15：40

開講教室 英数国 理社
前期 後期 前期 後期

御茶ノ水 17：20～20：40 13：30～16：50 10：30～12：40 13：30～15：40

渋谷 17：20～20：40 13：30～16：50 13：30～15：40 －

新宿 13：30～16：50 13：30～16：50 17：20～19：30 －

祖師谷 17：20～20：40 － 14：40～16：50 －

池袋 17：20～20：40   9：20～12：40 － 17：20～19：30

大泉学園   9：20～12：40 17：20～20：40 14：40～16：50 －

三鷹 13：30～16：50 17：20～20：40
10：30～12：40

または
17：20～19：30

10：30～12：40

立川 13：30～16：50 17：20～20：40 14：40～16：50 －

町田 New 13：30～16：50 － 10：30～12：40 －

横浜 17：20～20：40 13：30～16：50 13：30～15：40 －

大宮 17：20～20：40 － 14：40～16：50 －

南浦和 18：00～21：20 － － －

川越 New 18：00～21：20 18：00～21：20 15：20～17：30 －

開講教室 英数国 理社
17：20～20：40 14：40～16：50

調布 13：30～16：50 10：30～12：40

八王子   9：20～12：40 13：30～15：40

開講教室 英数国
A日程 B日程

御茶ノ水   9：20～12：40 16：10～19：30
渋谷   9：20～12：40   9：20～12：40
新宿 17：20～20：40 －
祖師谷 13：30～16：50 13：30～16：50
池袋 － 13：30～16：50
大泉学園 13：30～16：50   9：20～12：40
三鷹 13：30～16：50   9：20～12：40
町田 New 13：30～16：50 13：30～16：50
横浜 13：30～16：50 －
大宮 17：20～20：40 －

開講教室 英数国
17：30～20：50

調布 16：10～19：30
八王子 17：20～20：40

開講教室 英数国
17：30～20：50

調布 16：10～19：30
八王子 16：10～19：30

開講教室 英数国
A日程 B日程

御茶ノ水 － 17：20～20：40
渋谷 17：20～20：40 17：20～20：40
新宿   9：20～12：40 －
祖師谷 － 13：30～16：50
池袋 13：30～16：50 －
大泉学園   9：20～12：40 －
三鷹 － 13：30～16：50
町田 New 13：30～16：50 13：30～16：50
横浜 17：20～20：40 －
大宮 － 17：20～20：40
南浦和 － 18：00～21：20
川越 New 18：00～21：20 －

夏期講習 2V講座
難関高校合格に必要な1学期までの学習内容
の総整理と2学期の学習を先取りします。

■  開講日程（教室により日程パターンが異なります。） ■  開講日程（教室により日程パターンが異なります。）

■  教科（セット受講） 5教科／英数国／理社 ■  教科（セット受講） 5教科／英数国／理社 

夏期講習 2K講座
1学期までの学習内容を考えることと
書くことを重視しながら総復習します。

夏期実戦演習 2VZ講座 夏期実戦演習 2KZ講座
夏期講習前期日程を受講した方を対象とする、
発展的な内容です。

夏期講習前期日程を受講した方を対象とする、
発展的な内容です。

■  開講日程（教室により日程パターンが異なります。） ■  開講日程（教室により日程パターンが異なります。）

■  教科（セット受講） 英数国  ■  教科（セット受講） 英数国  
■  対象   夏期講習 前期 日程受講生 ■  対象   夏期講習 前期 日程受講生 

A日程 8月13日（木）～ 8月17日（月）／全5日間
B日程 8月19日（水）～ 8月23日（日）／全5日間

英数国
A日程 8月13日（木）～ 8月17日（月）／全5日間
B日程 8月19日（水）～ 8月23日（日）／全5日間

英数国

※英数国 1教科60分×3時限×９回 ／ 理社 1教科60分×2時限×9回

● 理社はV・Kとも同じカリキュラムです。 ● 理社はV・Kとも同じカリキュラムです。

前期 8月  1日（土）～ 8月11日（火）／全10日間
後期 8月13日（木）～ 8月23日（日）／全10日間

英数国／理社
前期 8月  1日（土）～ 8月11日（火）／全10日間
後期 8月13日（木）～ 8月23日（日）／全10日間

英数国／理社

8月20日（木）～ 8月24日（月）／全5日間
英数国

8月20日（木）～ 8月24日（月）／全5日間
英数国

※休室日 8月6日（木）、8月18日（火） ※休室日 8月6日（木）、8月18日（火）

※休室日 8月12日（水） ※休室日 8月12日（水）
8月  8日（土）～ 8月18日（火）／全10日間

英数国／理社
8月  8日（土）～ 8月18日（火）／全10日間

英数国／理社
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●パターンⅠは前期・後期からの選択制です。 
　 。すで容内同は期後と期前   
● 間時業授は間時トステ。すまい行をトステ認確はに日終最 
と異なります。詳しくは授業内でお知らせします。

●パターンⅠは前期・後期からの選択制です。 
　 。すで容内同は期後と期前   
● 間時業授は間時トステ。すまい行をトステ認確はに日終最 
と異なります。詳しくは授業内でお知らせします。

●パターンⅠはA日程・B日程からの選択制です。 
　A日程とB日程は同内容です。

●パターンⅠはA日程・B日程からの選択制です。 
　A日程とB日程は同内容です。
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日程パターンⅠ

日程パターンⅠ 日程パターンⅠ

日程パターンⅠ

日程パターンⅡ

日程パターンⅡ 日程パターンⅡ

日程パターンⅡ

開講教室 ①時限 ②時限 ③時限 
御茶ノ水 英語 数学

渋谷 英語 数学

新宿 作文 数学 英語

祖師谷 英語 数学

池袋
      ＊1
数学

      ＊2
英語

開講教室 ①時限 ②時限 ③時限 
大泉学園 数学 英語

三鷹 数学 英語

立川 数学 英語

調布 英語

八王子 作文

開講教室 ①時限 ②時限 ③時限 

町田 数学
英語
作文

横浜 作文 英語 数学

大宮 英語 作文 数学

川越 英語 数学

開講教室 ①時限 ②時限 ③時限 
御茶ノ水 作文

作文

渋谷 作文

祖師谷 作文

池袋 作文

大泉学園 作文

開講教室 ①時限 ②時限 ③時限 
立川 作文

調布 作文

八王子 英語

大宮 数学 作文 英語

南浦和 数学 英語

開講教室 ①時限 ②時限 ③時限 
調布 数学

八王子 数学

①時限  
16：40～18：10

②時限  
18：20～19：50

③時限  
20：00～21：30

時制（過去・現在・未来）の徹底理解

一次関数入門

中２小論文・作文（テーマ別演習と添削指導）

英語学習上のカギとなる動詞の語形変化を、時制について基本事項から一部応用まで
集中して学習します。苦手単元を整理することで英語力が飛躍的に向上するはずです。

中２数学の重要単元である一次関数を学習します。式の求め方から、図形との融合問題ま
で挑戦します。２Ｖ夏期講習を受講する方で一次関数を未習の生徒はぜひご受講ください。

小論文・作文の基礎を学びます。最近の入試傾向をふまえた教材で、課題の分析の
仕方や意見のまとめ方を練習します。３日間の演習を通じ、書く自信へとつなげます。

英語

数学

作文

中2夏期単科ゼミ 対象：苦手教科を集中的に克服したい方。普段教室に通われていない方。1講座90分×全3日間
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