
 

WINTER SEMINAR 20191 
 

22. DEC(SUN) – 23. DEC(MON) 
 
27. DEC(FRI) – 30. DEC(MON) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■アクトン教室 冬期講習会時間割 【１２月２2日（日）＆２3 日（月）】 

 
22 23 

日 月 

小４    

小５ 

10:55～11:55 国語 国語 

12:00～13:00 算数 算数 

小６ 

10:55～11:55 算数 算数 

12:00～13:00 国語 国語 

中１ 

13:30～14:30 数学 数学 

14:35～15:35 国語 国語 

15:40～16:40 英語 英語 

中２ 

13:30～14:30 英語 英語 

14:35～15:35 数学 数学 

15:40～16:40 国語 国語 

中３ 

13:30～14:30 国語 国語 

14:35～15:35 英語 英語 

15:40～16:40 数学 数学 

英検 

講座 

12:00～13:00 準１級 準１級 

10:55～11:55 ２級 ２級 

9:50～10:50 準２級 準２級 

※ 自習室の開放時間：期間中…９：５０～１７：３０ 

１２月２４日・２５日・２６日は休校です。 

 

 

 

 

 



■アクトン教室 冬期講習会時間割 【１２月２７日（金）～３０日（月）】 

 
27 28 29 30 

金 土 日 月 

小４ 9:50～10:50 算数 算数 国語 国語 

小５ 

10:55～11:55 国語 国語 国語 国語 

12:00～13:00 算数 算数 算数 算数 

小６ 

10:55～11:55 算数 算数 算数 算数 

12:00～13:00 国語 国語 国語 国語 

中１ 

13:30～14:30 数学 数学 数学 数学 

14:35～15:35 国語 国語 国語 国語 

15:40～16:40 英語 英語 英語 英語 

中２ 

13:30～14:30 英語 英語 英語 英語 

14:35～15:35 数学 数学 数学 数学 

15:40～16:40 国語 国語 国語 国語 

中３ 

13:30～14:30 国語 国語 国語 国語 

14:35～15:35 英語 英語 英語 英語 

15:40～16:40 数学 数学 数学 数学 

英検 

講座 

12:00～13:00 準１級 準１級 準１級 準１級 

10:55～11:55 ２級 ２級 ２級 ２級 

9:50～10:50 準２級 準２級 準２級 準２級 

※ 自習室の開放時間：期間中…９：３０～１７：３０ 

   



一人一人を大切にし、それぞれ

の可能性を引き出します。 

冬期講習会 学習内容 ＜小学部＞ 

 クリスマスやお正月などの行事が続く冬休み中は、海外生活ならではの楽しいご予定を

計画されているご家庭も多いかと思います。しかし同時に、ena の冬期講習にも参加し、

連日の集中的な学習による学力確保を目指してはいかがでしょうか。 

 ２月からスタートする新学年に向けて今年の総まとめを行います。この機会に弱点を集

中的に補強しましょう。今年１年間の学習が中途半端のままでは今後の発展はありません。

目標を 設定してそれをクリアする。その積み重ねが大きな学力向上につながります。 

 

 

小 

４ 

≪国 語≫ ≪算 数≫ 

文章の読み方を、もう１度基礎から確認

し、１年間の総まとめの学習へとつなげ

ます。  

 ２月から「受験算数」が本格化します。その基盤

ができているかどうかの再確認をします。多くの受

験生が苦労をする小５算数に、できるだけ円滑に進

めるように、基礎力の養成を大事に学習します。 

 

小 

５ 

≪国 語≫ ≪算 数≫ 

 論説文・韻文の基礎から応用レベルま

で、解答法を学習します。その他に、漢

字や知識分野なども授業に取り入れま

す。 

 小５算数の内容は受験算数の中核です！今年度の

学習内容の復習を徹底的に行います。基本を大切に

し、応用問題にも挑戦します。 

 

小 

６ 

≪国 語≫ ≪算 数≫ 

 冬期講習会では、今までの学習内容の総点検

をし、中学進学に向けて弱点を補強します。 

 今までの復習を交えつつ、新たな視点からの考え

方、解法も学習しながら総合的な力を養います。 

 

※ 各学年とも毎回の授業内で、漢字や計算問題を中心としたチェックテストを実施します。 

※ 上記にない学年・科目をご希望の方は別途校舎までお問い合わせください。 



冬期講習会 学習内容 ＜中学部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 受験生にとって、冬休み期間は志望校に合格するための調整の最後のチャンスです。 

毎日の演習で入試本番の緊張感を体験することにより、試験当日の雰囲気をつかみます。 

 中 1・2 年生にとっては、各教科の苦手分野を克服する絶好の機会です。しっかりした

基礎力を築いておき、今後の自信につなげましょう。この期間には主要３教科をますます

強力な武器にすることが出来ます。 

中 

１ 

≪国 語≫ ≪数 学≫ ≪英 語≫ 
高校入試を見据えた文章題

の読解方法を学びながら、

中１で学習した文法・知識

事項・漢字などの総復習と

中２の先取り学習を中心に

授業を進めていきます。こ

の機会に得点アップのコツ

をつかみましょう。 

1 年生で学習する範囲の復習

を行います。特に正負の計

算、文字式の計算、方程式を

確実に理解することは、中 2

以降の数学を理解するうえで

極めて重要です。授業では基

本的な問題を扱いつつ、少し

難易度の高い問題にも挑戦し

てもらい、それぞれの理解度

アップにつなげます。 

中１英語で学んだ既習の文法

事項を確実に身に付け、来年

度へとつながる力を養いま

す。毎回の授業で実施する単

語テストで、豊富な語彙力を

身につけ、英語に対する苦手

意識を克服します。 

  

中 

２ 

《国 語》 《数 学》 《英 語》 

受験生になる前に重要単元を

再点検します。中３では教材

に有名高校の過去問題も使用

しますが、今回の講習会はそ

のための基礎力強化のベスト

チャンスです。 

2 年生で学習する範囲の復習

を中心に行います。特に文字

式の計算と、関数の基礎固め

に重点を置き、3 年生の数学

に進むための土台を作りま

す。 

つまずきやすい分野を集中的に

復習します。この６日間で基礎

を固め、入試で求められる応用

力の基礎をつくります。また、

授業毎に行う小テストにより、

単語や熟語の知識を強化しま

す。 

君の志望校を母校に変える。 

ena が全力で応援します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 

３ 

≪国 語≫ ≪数 学≫ ≪英 語≫ 
過去問演習を中心に、語彙、

文法、読解、知識分野の学習

の総括を行います。多くのプ

リントも使った受験直前特訓

を中心に授業を進めます。 

受験直前対策として、計算、

整数の問題、関数、平面図

形、空間図形、確率の各分野

から、特に出題頻度の高い問

題を選りすぐり、毎回１つの

分野に絞って解法の最終確認

を行います。 

英単熟語テストを行い、入試

に必須の語彙力の最終確認を

します。入試によく出る、ア

クセント、記述、語彙問題で

も失点のないように、得点で

きる問題を確実に取る力をつ

け、最終調整をします。 



■アクトン教室 設置コースと料金 

学年 コース 科目 総時間数 ※授業料 

小４ ２科 国語・算数  240 分 ￡ 60 

小５ ２科 国語・算数  720 分 ￡ 180 

小６ ２科 国語・算数  720 分 ￡ 180 

中１ ３科 国語・数学・英語 1080 分 ￡ 270 

中２ ３科 国語・数学・英語 1080 分 ￡ 270 

中３ ３科 国語・数学・英語 1080 分 ￡ 270 

英検  

準１級講座 360 分 ￡ 90 

２級講座 360 分 ￡ 90 

準２級講座 360 分 ￡ 90 

※ 授業料にはＶＡＴ【20％】が別途加算されます。 

 

▼ 授業料の他には別途、諸費（テキスト代込み）がかかります（学年・出席日数にかかわらず

一律￡30、いずれもＶＡＴ対象外）。 

▼ セット受講が原則ですが、単科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場合に限り、その日数に応じて料金を調整いたします。諸費に関しては

料金調整を行いません。 

▼ 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、登録料として￡2５ ＋ＶＡＴ【20％】が別途加算されます。 

▼ 冬期講習会参加申込書ご提出後、冬期講習会開始前にご出席予定が変更になる場合は、校舎までご

連絡ください。 

■ お申し込み方法 

 

学内生の方は「冬期講習会参加申込書（学内生用）」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、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

をチェックでお支払いください 

学外生の方は「冬期講習会参加申込書（学外生用）」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。 

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、合計の金

額をチェックでお支払いください（チェックの宛名は“ena London”とご記入ください）。 

一度、お支払いになったチェックは、お返しいたしかねますので、予めご了承下さい。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－校舎案内－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Morrisons 

 Acton School 

 296 High Street, Acton, London W3 9BJ 

 tel 020 8992 2030 

 e-mail: info@enalondon.co.uk 

 URL: www.enalondon.com 

 Acton Town Stn.より徒歩１０分 

 ロンドン日本人学校より徒歩１０分 

 Swarn House 2F 

Pub 


