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There is no substitute for hard work.
絶え間ない努力に代わるものはない。

Thomas Edison
トーマス・エジソン



スケジュール

受付

お申し込み方法

入塾金・受講料

■2021年12月20日（月）～2022年1月8日（土）
この期間の通常授業はありません。
■12月30日（木）～1月5日（水）は休館です。
この７日間以外は自習室も毎日開放しています。
（開館時間は日によって異なりますので校舎で確認してください）。

●各ターム３日間連続の授業になります●
第１ターム： 12/20（月） ～ 12/22 （水）
第２ターム： 12/23（木） ～ 12/25 （土）
第３ターム： 12/27（月） ～ 12/29 （水）
第４ターム： 1/6 （木） ～ 1/8 （土）

2021年11月1日（月）より開始
■受付時間：13：00～21：00（日曜日を除く）
■定員に達した講座から順に受付を締め切りますのでご了承ください。
（申込受付開始前の受付は原則いたしません。）

■冬期集中セミナー申込書を校舎にご提出ください。
※学力診断テストの受験は必要ありません。

■入塾金は不要です。
■１講座（80分×3日間） 9,000円 （税込）
※現在中學舎に通塾中の生徒の方は、ご登録いただいた銀行口座から受講料を
引き落としさせていただきます。引落日：1月25日（火）

●冬期集中セミナーは例年申し込みが殺到し、即日締め切りになる講座もあります。
なるべくお早めにお申し込みください。

●増設等につきましては、随時ＨＰ等をご確認ください。
http://www.nagaizemi.com/chugakusya/

2021年度 中學舎冬期集中セミナー



第1ターム 第2ターム 第3ターム 第4ターム

12月20日（月）～22日（水） 12月23日（木）～25日（土） 12月27日（月）～29日（水） 1月6日（木）～8日（土）

16:00～17:20

【数学】
関数・図形鍛錬セミナー

(ハイレベル)
〔横山〕

17:30～18:50
【イベント】
冬の勉強会

【英語】
3日で完成ミニ単元集

②
〔前田〕

【数学】
関数・図形鍛錬セミナー

（TOPレベル）
〔横山〕

【イベント】
冬の勉強会

19:00～20:20

【英語】
3日で完成ミニ単元集

①
〔前田〕

【数学】
関数・図形鍛錬セミナー
(スタンダードレベル)

〔貴戸〕

【英語】
総合演習

（TOPレベル）
〔清水〕

講座名称 開講ターム・時間 講座内容

３日で完成
ミニ単元集

➀・➁
（➀・➁は同内容です）

➀
12月20日（月）～12月22日（水）

19:00～20:20

➁
12月23日（木）～12月25日（土）

17:30～18:50

この講座では「There構文」と「付加疑問文」を学習しま
す。英語は「置くコトバ」です。これらの英文は語順に
大きな特徴があり、出題されると正答率が低いものが多
いのです。この講座では各英文の特徴を掴むことからは
じめ、慎重に語順の確認へと進んでいきます。そして、
語学にとって不可欠な「反復演習」をすることにより
「理解」と「定着」のバランス強化を目指します。授業
の終わりには経験値を上げるために「知らないと正答率
０％問題」にチャレンジしてみましょう。

総合演習 12月27日（月）～12月29日（水）

19:00～20:20

単元がわかっていると問題は解けるのだけれど、単元が
バラバラになると突然解けなくなってしまう。そんなこ
とはありませんか。この講座では、１年生で学習した知
識を総動員して、テストゼミ形式で文法・英作文・長文
の問題を解く練習をします。
単元を決めない総合演習問題を通して、問題を解く勘所
を押さえます。ややハイレベルな問題も扱うことで、高
度な英語力を養います。

中１

◇英語

第１ターム

第２ターム

第３タームTOPレベル

第１ターム 第２ターム 第３ターム 第４ターム

英語はこの冬休みの間にマスターしてもらいたい重要単元について、数学は関数と図形に絞っ
て授業を展開します。レベル別に講座を設定していますので自分にあった講座を選択して
ください。

※【イベント】冬の勉強会は無料・申込不要です。



講座名称 開講ターム・時間 講座内容

関数・図形鍛錬
セミナー

この講座では「平面図形」「比例・反比例」「１次関数」
を学習します。中１履修内容の中でも苦手とする生徒が多
い平面図形の証明に対して、書き方を一から学ぶことでい
かなる問題にも対応できる記述力をつけていきます。また
中学・高校数学の関数を履修する上で基盤となる「比例・
反比例」「１次関数」の重要なポイントをおさえながら学
ぶことで、応用力を身につけていきます。
「図形分野」「関数分野」に不安がある方はスタンダード
レベル、未履修の単元もあるが数学に自信がある方はハイ
レベル、履修済みでより高い数学力を身につけたい方は
TOPレベルがおすすめの講座となります。

◇数学

第２ターム

第２ターム

第３ターム

レベル別

スタンダードレベル

ハイレベル

TOPレベル

12月23日（木）～12月25日（土）
19:00～20:20

12月23日（木）～12月25日（土）

16:00～17:20

12月27日（月）～12月29日（水）

17:30～18:50



第1ターム 第2ターム 第3ターム 第4ターム

12月20日（月）～22日（水） 12月23日（木）～25日（土） 12月27日（月）～29日（水） 1月6日（木）～8日（土）

17:30～18:50
【イベント】
冬の勉強会

【数学】
中学数学総まとめ講座
(スタンダードレベル)

〔貴戸〕

【イベント】
冬の勉強会

19:00～20:20

【数学】
中学数学総まとめ講座

(ハイレベル)
〔横山〕

【英語】
3日で間接疑問文

①
〔前田〕

【英語】
3日で間接疑問文

②
〔前田〕

講座名称 開講ターム・時間 講座内容

３日で間接疑問文➀・➁
（➀・➁は同内容です）

➀
12月23日（木）～12月25日（土）

19:00～20:20

➁
1月6日（木）～1月8日（土）

19:00～20:20

英語は「置くコトバ」です。この講座では、語順が命の
「間接疑問文」の基本的な作り方からスタートし、最終日
には高校英語に繋がる「複雑な間接疑問文」を扱います。
日常会話でも頻繁に使われる表現であり、自由に操れるよ
うになれば表現の幅が広がります。また、中学生が必ずと
いってもいいほど間違えるポイントにも触れますので、こ
の冬の間に「間接疑問文」を確実なものにしましょう。

中２
来年はいよいよ中学校最高学年。高校英語と高校数学につながる重要単元をこの３日間で
一気に復習して、ライバルに差をつけよう！

◇英語

講座名称 開講ターム・時間 講座内容

中学数学
総まとめ

12月23日（木）～12月25日（土）

17:30～18:50

12月20日（月）～12月22日（水）

19:00～20:20

この講座では中学内容の「計算分野」「関数分野」「図形
分野」を学習します。高校数学を学ぶ上で中学数学の内容
が定着していることは必要不可欠です。各分野の重要なポ
イントをおさえつつ、高校数学とのつながりを学ぶことで
数学的思考力を身に付けていきます。多くの中学校では中
３から高校内容に入っていくため、今の段階で抜けがない
ようにしておくことがとても大切です。スタンダードレベ
ルでは基本的な公式や定理などをゼロから確認し、着実に
知識を身につけます。またハイレベルは中学数学をある程
度理解・定着している前提で授業が進んでいく講座です。
高難易度の問題を扱うことで、より高い数学力を身につけ
ます。

◇数学

第２ターム

第４ターム

第２ターム

第１ターム

第１ターム 第２ターム 第３ターム 第４ターム

ハイレベル

スタンダードレベル

レベル別

※【イベント】冬の勉強会は無料・申込不要です。



第1ターム 第2ターム 第3ターム 第4ターム

12月20日（月）～22日（水） 12月23日（木）～25日（土） 12月27日（月）～29日（水） 1月6日（木）～8日（土）

17:30～18:50
【化学】

イントロ化学①
〔河野〕

【化学】
イントロ化学②

〔貝野〕

【英語】
尾崎英語

～道場流英文読解～
〔三木〕

【化学】
イントロ化学③

〔山本〕

19:00～20:20

【英語】
大学入試へのプロローグ

【重要構文】
（スタンダードレベル）

〔清水〕

【英語】
大学入試へのプロローグ

【重要構文】
（ハイレベル）

〔清水〕

【数学】
大学入試へのプロローグ

【数ⅠA総集編】
（ハイレベル）

〔横山〕

【数学】
大学入試へのプロローグ

【数ⅠA総集編】
（スタンダードレベル）

〔貴戸〕

中３

中３
中学校生活も終わりに近づきました。この冬休みは高校生への準備と、大学入試に向けての勉
強のスタートとなる講座を用意しました。

◇英語
講座名称 開講ターム・時間 講座内容

大学入試へのプロローグ
【重要構文】

12月20日（月）～12月22日（水）

19:00～20:20

12月23日（木）～12月25日（土）

19:00～20:20

この講座では大学入試で頻出の重要構文を３日間でマス
ターします。初回は「強調構文」、２回目は「同格関
係」、最終回は「倒置」を扱います。例えば長文読解や
英文解釈をするうえで見抜きにくい、だからこそ入試で
よく問われる「関係代名詞」「接続詞」「同格」のthat
など、中３生のみならず受験生も苦手にしている単元を
わかりやすく解説していきます。
ハイレベルでは難易度の高い文法問題と読解問題も扱い
ます。

尾崎英語
～道場流英文読解～

12月27日（月）～12月29日（水）

17:30～18:50

一文一文の意味は分かった。でも、結局何を言いたい文
章だったのかよく分からなかった…そんな経験はありま
せんか？尾崎英語では、良質の「長文問題」を「テスト
ゼミ形式」で演習し、「英文全体を読む＝マクロ」と
「個々の英文を読む＝ミクロ」の両方の視点から問題の
解説を行います。尾崎英語に受け継がれてきた、文章の
主題をとらえるための「読解スキル」の基本を皆さんに
お伝えします！これらのスキルを習得し、英文を読む面
白さを知りましょう！！

第１ターム

第２ターム

第３ターム

第１ターム 第２ターム 第３ターム 第４ターム

スタンダードレベル

レベル別

ハイレベル



講座名称 開講ターム・時間 講座内容

イントロ化学➀・➁・➂
（➀～➂は同内容です）

➀
12月20日（月）～12月22日（水）

17:30～18:50

➁
12月23日（木）～12月25日（土）

17:30～18:50

➂
1月6日（木）～1月8日（土）

17:30～18:50

高校生になると、理科は「化学」「物理」「生物」「地
学」の４科目に分かれます。そのときのカナメになるのが
「化学」！しかし、「化学」という科目は目に見えない
「原子や分子」というものを扱ったり、「モル」という新
しい単位を使ったり、とっつきにくい科目。高校に入って
化学がわからないっていう人がとても多くなります。そこ
で、高校生になる前にこの講座で化学をちょっと先取りし
てみませんか？毎年大好評のこの講座。「化学って楽し
い！」ってことを３日で伝えます！一緒に化学を楽しみま
しょう♪

◇化学

◇数学
講座名称 開講ターム・時間 講座内容

大学入試へのプロローグ
【数ⅠＡ総集編】

1月6日（木）～1月8日（土）

19:00～20:20

12月27日（月）～12月29日（水）

19:00～20:20

この講座では受験数学の土台ともいえる数学Ⅰ・Ａを学習
します。扱う単元は、「数と式」「場合の数・確率」「整
数の性質」「２次関数」です。教科書や問題集には書いて
いないような問題を解く「テクニック」を皆さんにお伝え
します。
スタンダードレベルでは基本的事項をゼロから確認しつつ、
基礎問題から応用問題まで幅広い難易度の問題を学びます。
高校数学に自信のない方にもおすすめの講座です。ハイレ
ベルでは高難易度の問題を中心に扱います。数学Ⅰ・Ａは
一通り履修済みで、応用力を身につけたい方におすすめの
講座です。

第４ターム

第３ターム

第４ターム

第２ターム

第１ターム

レベル別

ハイレベル

スタンダードレベル



１．解約手続
（１）この講座は基本的に中途の解約はできません。
しかし、次のような場合には「クラス変更（減少）届」と「解約返金申請書」を必ず提出してく
ださい。
（ア）保護者の都合で遠隔地に転居することになった。
（イ）長期入院することになった。
（ウ）家庭の事情、本人の体調、学力不振によりクラス認定を除外されたなどの諸事情により継続が
困難になった。

※（ア）～（イ）の場合には、それぞれの事情を証明できる書類等の提出を、（ウ）の場合には解約に
至った原因・理由あるいは事情を「解約返金申請書」に詳しくご記入のうえご提出ください。

（２）書類が担当教師に受領された日が、「届出書類受領日付」となります。電話連絡だけではクラス減少
の届出とは認められませんのでご注意ください。

２．解約にかかわるご返金について
（１）開講前の解約
・本講座は「授業期間が2か月を超え、かつ授業料が50,000円を超える」ものではないためクーリング
オフの対象にはなりません。

・解約料として支払合計額の20％を申し受けます（上限 11,000円）。

（２）開講後の解約
・開講後の解約については以下のものの合計額を申し受けます。
➀経過受講料＝「届出書類受領日付」の日まで実施された回の受講料。
➁長井ゼミ所定の解約手数料
・「現金で定められた解約手数料」（授業期間が2か月を超え、かつ授業料が50,000円を超える
場合）が適用されませんので長井ゼミ所定の解約手数料として一律5,000円を申し受けます。

※受講期間や回数、料金などによっては、ご返金が発生しない場合もありますので予めご了承ください。

重要事項のご説明



テスト前なのに全然勉強に集中できない！家でふとテレビを見てしまったり、居眠りし
ちゃって夢の中に、そしてテストは無惨な結果に……
なんてことにならないように、中學舎チューターさんに集中する方法を聞きました！
これで心の中の鬼を退治……できるハズ

鬼滅に乗じて何適当なこと言ってるんだ…と思
うかもしれませんが、炭治郞だけでなくGoogle
の職員さんも休憩時間にやっている立派な方法
です！
瞑想することで目と頭を休めることができ、

おまけにメンタルも整います。仮眠でも構いま
せんが30分を超えないようにしましょう。
応用でテスト前の問題が配られて何もできな

いときや授業前の少しの時間にも瞑想を行うこ
とができます。集中して臨むことができ、実り
のあるものになるはずです(寝ていると勘違いさ
れたら困るので目はつむらないように)。
行う際には呼吸を意識して。諸説ありますが

吸った時間と同じくらい息を止めてその倍くら
いの時間で吐くことを繰り返すといいらしいで
す。キツめにヤバイ時も全集中で乗り切りま
しょう！

広島大学医学部医学科 上村慶高

瞑想で集中力を高める！

気分転換に運動！
頭がぼーっとしてきたら、軽い運動をしてみた
らいいかもしれません。適度な運動には、眠気
をとったり、脳の活性化を促し勉強の効率を上
げる効果があります。
自習室で勉強している間にできるおすすめの

運動を紹介します！
一つ目は、背伸びです。勉強をしていると、

前かがみの姿勢になってしまうので背中の疲れ
をとるのにも効果的です。
二つ目は、階段の昇り降りです。部屋の外の

空気を吸ってすっきりしましょう！
眠くなった際は、ぜひ試してみてください。
広島大学薬学部薬学科 吉本萌々香

早起きで誘惑を断つ！

できない
どうすればいいの？

甘い蜜で自分を釣れ！
長い時間勉強していると段々と疲れてくるもの
です。そこで、勉強の間に適度な休憩もかねて
何か甘いお菓子を用意しましょう！
知っていますか？実は脳は人体で消費するエ

ネルギーのうち18%を占めているほど多くの燃
料を必要とします。しかも、そんな脳が利用で
きるのはグルコース、つまりは砂糖だけなんで
す！
そんな脳に素早くエネルギーを補給してあげ

るのに最適なのが、もうお分かりですね？そう、
お菓子なんです。特に砂糖が多く入ってる飴や
チョコレートなどがおすすめです。自分で用意
した甘い蜜で、勉強を頑張りましょう！でも、
食べすぎには注意ですよ。

広島大学薬学部薬学科 田口智大

見たいテレビ番組に、友達からのLINE、
Youtubeの生配信……と夜の時間は誘惑がいっぱ
い。そんな時間帯に集中するなんて難しいです
よね。
それならいっそ早起きしてはどうでしょう？

朝なら誘惑も邪魔も少なく、きっと集中して勉
強できるはずです！
え？お布団の誘惑に負けて二度寝しちゃう？

それならその誘惑も味方につけちゃいましょう。
これだけは済ませるという課題を決めて、その
課題が終われば二度寝しちゃいましょう。
「寝てない自慢」ではなく「早起き自慢」し

てみませんか？
広島大学医学部医学科 田口慧
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