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冬期講習会 学習内容 

小学部 

 冬休み期間中は学校の勉強が一段落し、クリスマスやお正月など、楽しい行事も沢山あります。

生徒の皆さんは、イギリスでしか経験できない貴重な体験をされていることと思います。しかし、日

頃の勉強などで忙しい毎日を送っている小学生にとって、冬休みは日本の学校の受験を見据え、

まとまった学習量が確保できる絶好のチャンスでもあります。 

 小６の受験生にとって、これから帰国生入試の本番突入です。受験に向けて最終確認をし、合

格を手にする最善の方法を伝授します。 

 １～５年生、非受験の６年生は、２月からスタートする新年度に向けて今年の学習の総まとめを行

います。今年習ったことは今年中に復習し、身に付けておきましょう。 

 

小学部 

学年 科目  学習内容 

小学 2年 

国語 
人物の気持ちを読み取る、場面のできごとを読み取る、文章の話題をおさえる、

全体の内容をおさえる 

算数 かけ算、数と計算、三角形と四角形、はこの形、長さ 

小学 3年 

国語 
物語（できごと・性格・行動を読み取る）、説明文（文章全体の内容・事実と意

見をおさえる）、漢字とことばのまとめ 

算数 かけ算、わり算、分数と小数、円と球・三角形と角、長さと重さのたんい 

小学 4年 
国語 

説明文（指示語・接続語・段落のつながり）、物語文（場面と気持ち、人物像と

主題）、漢字とことばのまとめ 

算数 約数と倍数、分数の計算、図形、いろいろな文章題 

小学 5年 

 

国語 
説明文（話題と要点、段落関係と要旨）、物語文（人物の性格と心情）、随筆

文、詩の読み取り、漢字とことばのまとめ 

 算数  数の性質・場合の数・規則性、いろいろな文章題、図形、総合問題 

小学 6年 

国語 論説文・説明文・物語文・随筆・韻文の鑑賞・漢字と語句・国文法 

算数 
文章問題の総まとめ、各自の志望校に合わせた個別の問題演習、弱点補強と得

意分野の応用問題を個別に処方します。 

先取 

数学 

２学期の通常授業で学習した正負の数、文字と式、方程式のより発展的な問題

演習。 

英語 
文法問題・読解問題の最終チェックを行います。また各自の志望校に合わせた

essay練習を行い、高得点を取るための秘策を伝授します。 

 



中学部 

    受験生にとって、冬休みは志望校に合格するための最終調整をする最後のチャンスです。 

各自の苦手分野に特化したメニューを作り、取り組むことで、苦手分野を克服します。 

得意教科は更に磨き、不得意教科にも目を向け、少しでも得点が伸びるよう工夫していきましょう。

どの教科も急に成績は上がりません。毎日の地道な積み重ねだけが合格につながります。 

中学部 

学年 科目  学習内容 

中学 1年 

国語 漢字と言語事項、文法、説明的文章、文学的文章（小説・随筆）、詩歌 

数学 正負の数、文字と式、１次方程式、比例・反比例、平面・空間図形 

英語 Be動詞、一般動詞の使い方、形容詞・副詞・冠詞、進行形 

中学 2年 

国語 論理的文章と文学的文章の読解、韻文の鑑賞、漢字言語事項、古文 

数学 
式の計算、連立方程式の解法とその応用、一次関数の基本と応用、関数と図形、

確率、1年および 2年の復習 

英語 
時制、助動詞、名詞・冠詞・代名詞・形容詞・副詞、不定詞、動名詞、接続詞、

比較、受動態 

中学 3年 

国語 
説明的文章・文学的文章（小説・随筆）、古典、韻文（詩、短歌、俳句、融合問

題）、入試問題演習 

数学 
数と式の計算、方程式、関数、平面／空間図形、三平方の定理とその応用、中学

3年間の総まとめ、より受験問題に即した発展問題 

英語 英訳・和訳・文法・受験に向けての実践的な対策 

理・社  これまでの総復習および入試問題を使用した問題演習 

 

英検 

1 月の英検に向けて、冬も継続的に勉強をしましょう。 

級 対象   学習内容 

2級 2級希望者 
４技能(聞く、話す、読む、書く)を総合的に鍛える練習をします。ま

た新たに 2級に加わったエッセイの対策も行います。 

  準 1級 
2級合格者 

または併願 

２級との準１級では出題される語彙のレベルに大きな差があります。

難しい頻出時事単語の背景を理解することにつとめ、単語力を増やし

ていきます。また合格点に到達するため、過去問題を解き、エッセイ

の書き方を習得できるよう指導致します。 

   1級 
準１級合格者 

または併願 

単語力強化のため、毎回単語テストを行います。Essayを宿題に出し、

やり直しまで徹底して指導を行います。難しい文章を読み、単語の背

景を知ることで社会情勢を把握しながら読解力に磨きをかけます。 

 



日 

フィンチリー教室 冬期講習会 設置コースと料金 

 

※小学１年生クラス、上記に記載されていない英検クラス授業をご希望の場合はフィンチリー教室

まで別途お問い合わせください。 

 

        

 

学年・時間 

22 23 
時 間 

27 28 29 30 

日 月   金 土 日   月 

小 2 
  8：45～9：45 国語 国語 8：45～9：45     

9：50～10：50 算数 算数 9：50～10：50     

小 3 
8：45～9：45   8：45～9：45 国語 国語 国語 国語 

9：50～10：50   9：50～10：50 算数 算数 算数 算数 

小 4 
11：00～12：00 算数 算数 11：00～12：00 算数 算数 算数 算数 

12：05～13：05 国語 国語 12：05～13：05 国語 国語 国語 国語 

小 5 
11：00～12：00 国語 国語 11：00～12：00 国語 国語 国語 国語 

12：05～13：05 算数 算数 12：05～13：05 算数 算数 算数 算数 

小 6 

13：15～14：35 算数 算数 13：15～14：35 算数 算数 算数 算数 

14：45～16：05 国語 国語 14：45～16：05 国語 国語 国語 国語 

16：15～17：35 英語 英語 16：15～17：35 英語 英語 英語 英語 

中 １

先取 
13：15～14：35 数学 数学 13：15～14：35 数学 数学 数学 数学 

中１ 

 9：50～10：50 数学 数学 9：50～10：50 数学 数学 数学 数学 

11：00～12：00 国語 国語 11：00～12：00 国語 国語 国語 国語 

12：05～13：05 英語 英語 12：05～13：05 英語 英語 英語 英語 

中２ 

13：35～14：45 英語 英語 13：35～14：45 英語 英語 英語 英語 

14：55～16：05 数学 数学 14：55～16：05 数学 数学 数学 数学 

16：15～17：25 国語 国語 16：15～17：25 国語 国語 国語 国語 

中３ 

11：15～12：00 社会 社会 11：15～12：00 社会 社会 社会 社会 

12：05～12：50 理科 理科 12：05～12：50 理科 理科 理科 理科 

13：15～14：35 国語 国語 13：15～14：35 国語 国語 国語 国語 

14：45～16：05 英語 英語 14：45～16：05 英語 英語 英語 英語 

16：15～17：35 数学 数学 16：15～17：35 数学 数学 数学 数学 

英検 

 8：45～9：45   英検 2 英検 2   8：45～9：45   英検 2   英検 2   英検 2   英検 2 

 8：45～9：45 英検準１ 英検準１   8：45～9：45 英検準１ 英検準１ 英検準１ 英検準１ 

16：15～17：15   英検１ 英検１ 16：15～17：15   英検１   英検１   英検１   英検１ 



フィンチリー教室 冬期講習会 設置コースと料金 

学年 コース 科目 総時間数 ※授業料 

小２    2 科 国語・算数 (各 60分授業) 240 分 ￡60 

小３    2 科 国語・算数 (各 60分授業) 480 分 ￡120 

小４～５    2 科 国語・算数 (各 60分授業) 720 分 ￡180 

一般小６    2 科 国語・先取数学  (各 80分授業) 960 分 ￡240 

受験小６ 3 科 国語・算数・英語 (各 80分授業) 1,440分 ￡360 

中１ 3 科 国語・数学・英語 (各 60分授業) 1,080分      ￡270 

中２ 3 科 国語・数学・英語 (各 70分授業) 1,260分 ￡315 

受験中３ 

3 科 国語・数学・英語 (各 80分授業) 1,440分 ￡360 

5 科 
国語・数学・英語 (各 80 分授業) ・理科／社会 (２教

科で 90 分) 
1,980分 ￡495 

英語    英検 ２級、準 1級、１級 (各 60分授業) 各３６0分 各￡90 

※ 授業料にはＶＡＴ【20.0％】が別途加算されます。 

 

▼ 授業料とは別途に諸費（教材費を含む）￡30が一律かかります。この諸費にはＶＡＴがかかりません。 

▼ セット受講が原則ですが、単科受講・変則受講をご希望の方はご相談ください。また、全日程へのご出席が

不可能な場合は、冬期講習会参加申込書にご出席の可能な日付をご記入ください。お申し込みの時に受

講日をご記入いただいた方に限り、その日数に応じて料金を調整いたします。但し、諸費に関しては、料金

調整を行いませんのでご了承下さい。 

▼ ご兄弟姉妹で講習会に参加される方は、授業料よりそれぞれ 15％（ご兄弟姉妹３人以上の場合はそれぞ

れ 30％）引きになります。 

▼ 学外生の方は、別途登録料（￡25＋ＶＡＴ(20.0%)）が別途加算されます。 

▼ 冬期講習会参加申込書ご提出後、講習会開始前に予定が変更になる場合は、校舎までご連絡ください。 

 

申し込み方法 

 

◎「冬期講習会参加申込書」に必要事項をご記入の上、１２月１４日（土）までに校舎窓口へご提出ください。後

日、お申し込み内容（科目数など）に応じて講習料をインボイスにてご請求いたしますので、合計金額をチェ

ック（チェックの宛名は“ena London.”とご記入ください）またはインターネットバンキングにてお支払いくださ

い。一度、お支払い頂いた授業料は、返金致しかねますので、予めご了承下さい。 

 

銀行振込の場合の振込先、 Sort Code : 40-03-01 / Account Number : 51438255 /  

Account name : Gakkyusha (UK) Limited となります。 

 

 

 

 

 



 

 Finchley School 

 2 Cyprus Road, London N3 3RY 

 tel 020 8343 0088 

 e-mail: info@enalondon.co.uk 

 URL: www.finchley.enalondon.co.uk 

 Finchley Central Stn.より徒歩 8分 

 入り口：Regents Park Road側にあります。 

 


