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グリーンセミナー 

中学１・２年生 

冬期集中学習 
成績向上＝やる気×勉強の質×勉強の量 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グリーンセミナー個別館 
＜本部＞ ０ １ ２ ０ － ３ ７ － ６ ７ ３ ３ 

受付時間  平日（月～金） 11時～20時 

                 祝日  13時～18時 

【Ｅ－ｍａｉｌ】  info@ｇreenseminar.co.jp 

＜姥子山校＞  052-626-6070 
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３学期で差ができる! 
 

２学期終了時点までの学力を、３学期が始まるまでキープできればまだ良いのですが、実際は

そうなりません。すっかり頭が「リセット」されてしまうのです！つまり、今までの努力の蓄積

がキレイに抜けてしまうのです。記憶は、筋肉と同じく、「使うほど強くなり、使わないと弱く

なる」法則に従っています。 

 

３学期に入り、学力を回復するためには、実

に多大なる時間とエネルギーを要します。

スポーツの世界では、「１日休んだら、それ

を取り戻すのに３日かかる」と言われてい

ます。元に戻るのに莫大な時間と勉強量とエ

ネルギーが必要になるのです。すごく辛いこ

とです。それよりも、少しずつでも続けるこ

とでそれが維持できるのであれば、苦労は少

ないほうがいいですよね。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

質的に、1年間で１番内容が濃い! 
 

 この【冬期集中学習】は、１年間で習う単元の中で、１番重要な単元が多く詰まっています。次

の学年につながる重要な単元の内容は、２学期までにほぼ終わっています。 

２学期の単元についてお父様やお母様より貴重なご意見を頂きました。 

 

「学校では授業を聞いて理解できるが、自宅でもう１度やり直すとできない！」 
 

学校では１回４０分の授業でサラッと終わっているのが現状です。学校では「わかる」ことに集中

し、家では「できる」ようになることに集中します。そして、塾では「わからないところを聞く」

ようにするといいと思います。自分がわかったのかどうかは、同じ問題を解いて、できるかどうか

で判断して下さい。復習のベストタイミングは、習った日の1日後→1週間後→1ヶ月後→3ヶ月後

です。ちょうどこの冬が、期末テストが終わって1ヶ月後の復習のタイミングとなります。 

Q & A 

①なぜ学校が休みなのに 

勉強する必要があるのですか？ 

Q & A 

②冬期集中学習はどれくらい 

大切なのですか？ 
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２学期の学習内容を徹底復習! 
理解を深め、学力を定着させる!! 

                            

 中学１年生、中学２年生にとっては、2学期に習った内容を完全理解・定着を目指し、その範囲

での公立高校入試を制覇してしまうまでレベルUPさせることが目標です。 

 

「２学期」に習ったことは、「２学期」のうちに復習！ 
 

それができれば、定期テスト前は、復習によって、学習内容をグッと深く掘り下げることができ

ます。公立高校の入試問題は、基本問題は６０％で、残りの４０％はいわゆる応用問題の「難問・

奇問」です。基本を早めに固めておけば、応用を解く時間を増やすことができます。 

 

「問題集で答えが○だから、大丈夫」ではないのです。実はそれは【本当の勉強】に入る前の準備

である「作業」なのです。【本当の勉強】とは、間違えた問題を「自分の力で、解けるようになるこ

と」やただ解けるだけではなく、「速く正確に解けること」、「入試問題レベルまで解けるようにな

ること」なのです。このレベルに達するまでを目標として下さい。 

 

 

 

 
 

 

 

 

早めに受験の土台ができ、対策が楽になる!! 
 

 「年末とお正月だけの短いお休みだから、ちょっとは休んでもいいじゃないの…？」 

たしかに、そう思うかもしれません。塾で勉強する時間は、中学１・２年生で最低２時間です。

その他の時間を上手く計画的に使えば、忙しい年末も問題なく過ごせるはずです。 

高校入試は、「相対評価」です。他人との点数の差で合格・不合格を決めます。あなたは勉強し

なくて、他の人が黙々と頑張っていたら、差がつきます。受験勉強は、中学２年生のこの冬から本

格的にスタートします。 

 

★中学２年生の３学期からは、３年間のまとめの問題集である『新研究』『マイペース』『整理と対

策』(５教科 各１冊ずつ)を学校で購入し、中１～２年生の復習を行います。愛知県の公立高校の

入試問題は基本的な問題が多く、私立入試でも必ずとらなければならない問題が多いです。今のう

ちに基本をマスターしておけば、早く仕上げることができ、その時間を応用問題に費やすことがで

きて、レベルアップを図れます。 

 

Q & A 

③冬期集中学習での目標は？ 

Q & A 

④冬期集中学習を受けると 

どんなイイことがありますか？ 
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各学年のコースがあります! 
【冬期集中学習】の講座は、基礎基本を繰り返します。当たり前のことを当たり前以上にするこ

とを目指しています。 

①２学期の教科書の基礎・基本を徹底的に復習 
学校の定期テストが終わったら、テストの間違い直しはしていても、1週間後→1ヵ月後→3ヵ月

後に定期的な復習をしていますか。定期的に復習すると、記憶がよみがえりやすくなります。 

最低限、覚えておいて欲しい基本的なことを振り返り、確認テストでチェックします。 

②実力を高める ←こちらがメインです！！ 
学校で習った「知識」に加え、「思考力」「判断力」「表現力」が求められるようになりました。

「知識」を使いこなす力を身につける必要があります。応用問題ができるようになるには、「応用

問題・入試問題」にどれだけ取り組むかで実力は養われます。そこで、学校とは異なり、実力を養

成するための問題集を用い、２学期で習った単元について練習をします。これは個別に対応します。 

 

 

 
 

 

考えぬいてたくさん質問する! 
ポイントのまとめ→演習→確認(答え合わせ)→まちがい直し 
 

①ポイントのまとめは、「重要なポイント」の復習と整理です。 

「覚えておくポイント」を確認して、頭の中を整理し直します。積極的に質問をして下さい。 

大歓迎です。疑問があったら、ドンドン聞きましょう。そのための塾なのですから。 

②演習は、教科書などを何も見ないでまず取り組んでみましょう。授業で理解した「知識」

を、演習問題に沿って考えて、確実に自分のものにするチャンスです。「覚えている」or「覚

えていない」を分け、「解ける」or「解けない」を分けます。 

③確認(答え合わせ)は、講師がします。赤ペンで○×を付けてお返しします。○＝覚えてい

るのでＯＫ．×＝覚えていない・解けないので、必ず「間違い直し」をしましょう。 

④まちがい直しが、１番大事です。間違い直しのときは、教科書などで調べても構いません。

「間違い直し」をして、また講師に問題集を提出してください。 

どうしてもわからないときは、「どこ」「なぜ」のポイントを押さえて質問して下さい。 

最後に「確認テスト」を行います。 

 

Q & A 

⑤どんな講座がありますか？ 

Q & A 

⑥どのように活用したらイイのでしょうか？ 
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中学１年生 コース 
 

中学１年生は、「学問の基礎を作る」学年です。 

 

英語 ①英単語 ②英文法 に取り組みます。基本の徹底養成です。 
 

●英単語を覚えるコツは、(1)つづり(2)発音・アクセント(3)品詞(4)日本語訳を押さえよう！ 

まだ中学生になってから６ヶ月ですが、早くも300語をすでに学習しています。英検５級(中１レ

ベル)で必要な単語数は、約600語です。 

●英文法のポイントは３つです。(1)基本文(2)疑問文とそのYES／NOの答え方(3)否定文 

一つひとつの英文法は、長文読解のために必要です。表現方法を丸暗記するだけでは通用しない

ので、考え方をくり返し聞き、深い理解ができるように、再度ポイントを復習します。 

 

数学 ①計算力の強化 ②基本的な内容理解の確認 ③応用問題・文章問題 を行います。 

 

●計算力は次の３つに気をつけましょう。（←ケアレス・ミスが多い人は、ココからです） 

(１)字を美しく書く → いくら答えが正しくても読めない字は×です。 

(２)正確に解く → 解き方を知っていても、正確に解けないと◎はもらえません。 

(３)スピード → もちろん時間内にすべて解き終えないと点数には結びつきません。 

●多くのお子様がつまずく単元は（１）文字式（２）一次方程式 (３)比例・反比例です。 

グラフの書き方やその読み取り、応用問題などで数学嫌いになる生徒が多いです。一つひとつは

簡単に見えますが、最後にはミックスされて出題されます。パターンとして覚えればよいです。 

●応用問題・文章問題 ← 【冬期集中学習】のメイン 

食塩水の問題や速さ・時間・距離の問題など、一次方程式の応用の単元は、みんな苦手です。 

さらに、来年の中学２年生の連立方程式では、応用・発展して習うことになります。 

ここでつまずかないように、完全マスターを目指し、数学を得意分野にしよう！ 
 

中学２年生 コース 
 

中学２年生は、中学生で「学問の基礎を積み上げる」学年です。 

中学２年生は、年が明けた３学期から高校受験用の問題集(５教科各１冊)に取り組み始めます。

この問題集が始まると、今学校で習っていることを定着させる時間がなかなか取れなくなります。

(部活動で忙しい人は特に…。)習ったことをすぐ復習すれば、短時間で済むし、定着も速まります。 

成績を急激に上げるチャンスは、中２の３学期と中３の１学期です。中３の２学期からは、みん

な本気になりますし内容が難しくなるので成績を上げるのが難しくなります。この冬休みを活かし

て、基礎力の徹底強化をしておきましょう。基礎が固まっている人ほど、大きく伸びます。 

 

英語 ①英単語 ②英文法 ③長文読解に取り組みます。実力養成です。 
 

●英単語を覚えるコツは、(1)つづり (2)発音・アクセント (3)品詞 (4)日本語訳 を眼で見て

確認しながら、声に出して読み、手で書いて練習することです。単語力は必須です。学校の内容

だけにとらわれず、ドンドン先へ進みましょう。特に、品詞は高校の英語で大活躍します。 

 

●英文法は、「be動詞の過去形」「過去進行形」「to不定詞」「助動詞」「接続詞」「比較」を習いまし

た。まずは、それらを使いこなせるようにパターン練習をしましょう。 
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数学 ①基本内容の確認 ②応用問題・高校入試問題 に挑戦します。 

 

●高校入試には、中学２年生までの学習内容から80％出題されます。 

愛知県では（１）方程式の文章題（２）一次関数は、毎年出題されています。確実に得点しなけ

ればならない単元です。まずは、基本を復習し、８つのパターンを理解しているか確認します。 
 

●応用問題・高校入試問題 ← 【冬期集中学習】のメイン 

 一つの方程式で解けない問題は、細かく分ければ解けます。 

 ２つの式にすればいいのです。数学の式を解くだけでなく「分けて考える」 こと、そして「ゴ

ールからさかのぼって考える」証明など、必要なことだけを導き出す筋道や考え方である【数学

的思考法】をお伝えします。 

 割合や食塩水の問題や速さ・時間・距離の問題など、多くの人が苦手です。苦手だから差がつき

ます。 

 

中学１～２年生 国語・理科・社会 
 

「日本語を毎日使っているから大丈夫」と思っている国語も、学問としての勉強が必要であり、読

解のテクニックも存在します。また、暗記するだけと思われていた「社会」や「理科」でも、意外

と苦手としている人が多いのです。そこで、復習する場として、また勉強のやり方を学ぶ場として、

【冬期集中学習】に講座を設けました。 

 

国語  

 

中学生では、語句・文法も漫然と暗記すれば良いのではなく、よく出る語句・よく出る文法があ

ります。冬期集中学習の教材で大事な所を中心に問題演習でチェックしましょう。 

また、定期テストでは授業で読んだことがある教科書の文章から出題されるのに対し、入試本番

や模擬テストでは初見の文章が出されます。初見の文章への対策が出来るのは各季節の集中学習の

みなのです。 

 

理科  

 

だれでも理科の計算問題が苦手です。中学２年生であれば、「化学変化」や「電流・電圧・回路」の

計算問題。中学１年生であれば、「光・音・力」の単元です。これらは、高校入試に必ず出題される

単元です。パターン化して、類題を解くことで、よくわかり定着できるようになります。 

もちろん、「生物」や「地学」の復習も取り組みます。 

 

社会  

 

地理・歴史とも、中学２年生までの内容が入試で７割出題されます。つまり、中学１年生からの内

容を復習しておかないと、入試で対応できなくなります。 

ぜひ、この機会に復習をして、基礎を固めておきましょう。中学１年生は、歴史や地理の出来事を

まとめながら、覚えてみましょう。 
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★ 【冬期集中学習】 実施要綱 ★ 
 

校 舎 グリーンセミナー 姥子山校 

 

教 科 英語・数学・国語・理科・社会（１教科から受講出来ます） 

 

日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 1教科を２時間×４日間で行います。(計８時間) 受講教科数分の時間枠（１教科 4か所）を選

び、申込書の時間割に実際に○を付けてご提出下さい。（教科の割り振りは当塾で行います。） 

※ 欠席時は、上記日程の中で他の日時に振替が可能です。（日曜日は除く） 

※ 冬期集中学習中の自習室はありません。 
 

受講料 テキスト代・プリント代含む 

 

 

 

 

 

申込み方法    

グリーンセミナー 本部 ０１２０－３７－６７３３へお電話下さい。 

面談の日時を決めさせて頂きます。 

受付時間：平日(月～金)11時～20時、祝日 13時～18時） 

申込締切：12月 11 日（金） 18 時まで 

 

支払い方法 

・面談後、日程のお知らせと共にゆうちょ銀行の振込用紙をご自宅へ送付します。 

 ・現金でのお支払いをご希望の方は、封筒をお渡しします。 

 

全県模試 

 2021 年 1 月 5 日（火）に、グリーンセミナー個別館 姥子山校で実施します。 

受験料 3,700 円(税込) 締切後の返金は出来ませんのでご注意ください。 

申込締切は 12 月４日(金）18 時です。 

詳細は、本部までお問い合わせ下さい。 
 

 

 

日程 ①10:00～12:00 ②13:00～15:00 ③16:00～18:00 ④18:30～20:30 

12/23(水) × ×   

12/24(木) ×    

12/25(金) ×    

12/26(土) 
 

   

12/28(月)     

12/29(火)     

1/5(火) 全県模試 中1・2 13:00~16:30 全県模試 中3 13:00~17:00 

受講料（税別） 

1教科 10,000円 4教科 36,000円 

2教科 18,800円 5教科 44,000円 

3教科 27,600円  
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受講まで流れ 
 

① グリーンセミナー本部（下記）へお電話下さい。 

ご相談・ご質問など、お気軽にどうぞ。 

↓   

② 受講校舎にて面談【冬期集中学習】の内容を確認・説明・問題集の選定をします。 

※申込書の記入をお願いします。後日、日程のお知らせと振込用紙等を送付致します。 

↓ 

③ 【冬期集中学習】の受講料をお支払い下さい。（これで申し込み完了です） 

↓ 

④ １２月２３日(水)【冬期集中学習】スタート 

↓      

⑤ １２月２９日(火)【冬期集中学習】終了 

↓ 

⑥ ２１月２５日(火)「全県模試」を姥子山校で実施 

※受験を希望される方は、お申込み下さい。 

※当日受験できない方は、自宅受験となります。 

 

⑦ 【冬期集中学習】の学習報告書は、後日ご自宅へ送付させて頂きます。 
 

☆通常授業の無料体験をご希望の方は、ご連絡下さい☆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問や不明な点などありましたら、下記までご連絡下さい。 

本部  0120-37-6733 
    

受付時間 平日(月～金) 11時～20時 

                        祝日 13時～18時 
※年末年始休業は、12月30日(水)～1月5日(火)です。 

 

【冬期集中学習】受講後に入塾された方へ3大特典 

①入塾金 半額 

通常16,500円の入塾金が、半額の8,250円（税込）となります。 

②教材1冊 無料 

③図書カード プレゼント 
1月8日(金)までに体験の申し込みをされた方 先着5名限定 


