
 

都立受験用講座 

【通常講座】 

【５年都立受験総合コース】 

　本格的な受験に向けての勉強を始めてから４か月。これまでの復習と、都立受験にむけての思考力や知識を育成し

ます。適性作文の基礎から、適性検査の理系の解答のまとめ方、資料の読み取り方までを丁寧に指導します。さらに５

年生で身につけたい「読解力」の集中授業も行います。楽しく知識・教養・テクニックを磨きましょう。 

　　★単科講座のNo.１　楽しい語句トレーニング中上級 

　　★単科講座のNo.３　新聞スクラップ・プレゼン実践講座 

　　★単科講座のNo.7　読解力養成中上級 

　　★単科講座のNo8　読解力養成上級　プレ受験（重松清） 

　　★単科講座No.11　都立中 適性検査 作文添削　基礎　 

　　★単科講座のNo.13　 算数一学期徹底復習講座 

はコースに含まれます。 

 

【日程】全１２日間 

　①７月２０日（土） １３：００－１７：２０　読解算数記述 

　②７月２２日（月） １３：００－１７：２０　読解算数記述 

　③７月２３日（火） １４：３０－１８：５０　読解算数記述　　　　　　　 

　④８月５日（月）　 １３：１０－１６：３０　国語算数記述 

　⑤８月６日（火）　 １３：１０－１６：３０　国語算数記述 

　⑥８月８日（木）　 １３：１０－１６：３０　国語算数記述 

　⑦８月９日（金） １３：１０－１６：３０　国語算数記述 

　⑧８月２０日（火） １４：１０－１７：００　国語算数作文添削 

　⑨８月２１日（水） １４：１０－１７：００　国語算数作文添削 

　⑩８月２２日（木） １４：１０－１７：００　国語算数作文添削 

　⑪８月２３日（金） １３：００－１６：００　理科社会 

　⑫８月２４日（土） １４：００－１７：００　理科社会 

【受講料】83,160円（外部生95,630円） 

 

【６年都立受験総合コース】 

　適性検査入試まであと半年。これまでの復習を十分に行い、入試問題に対応できる応用力を身につける同号コース

です。講座後半では、過去問にもチャレンジし、お子さん一人ずつの弱点を個別にフォローします。 

　　★単科講座の　No.9　読解力受験レベル 解答添削講座 

　　★単科講座の　No.10　都立中 適性検査　資料読み取り対策 

　　★単科講座の　No.12　都立中 適性検査 作文添削　実践 

　　★単科講座の　No.15 　都立中　図形思考力講座　 

　　★単科講座の　No.16　６年受験生　受験校過去問実践スタート講座 

はコースに含まれています。 

 



【日程】全１８日間 

　①７月２１日（日） １３：００－１７：００　国語算数 

　②７月２２日（月） １３：００－１７：００　国語算数 

　③７月２３日（火） １３：００－１７：００　国語算数 

　④７月２４日（水） １３：００－１６：００　国語算数個別フォロー 

　⑤８月３日（土）　 １５：３０－１９：００　理科社会 

　⑥８月４日（日）　 １５：３０－１９：００　理科社会　 

　⑦８月５日（月）　 １６：３０－２０：００　国語算数 

　⑧８月１０日（土） １５：００－１８：００　理科社会 

　⑨８月１６日（金） １５：００－１８：００　資料　読解 

　⑩８月１７日（土） １５：００－１８：００　資料　読解 

　⑪８月１９日（月） １５：００－１８：００　資料　読解 

　⑫８月２０日（火） １４：１０－１７：００　理系　作文 

　⑬８月２１日（水） １４：１０－１７：００　理系　作文 

　⑭８月２２日（木） １４：１０－１７：００　理系　作文 

　⑮８月２７日（火） １４：１０－１７：００　適性検査まとめ 

　⑯８月２８日（水） １７：００－２０：３０　過去問実践 

　⑰８月２９日（木） １７：００－２０：３０　過去問実践 

　⑱８月３０日（金） １７：００－２０：３０　過去問実践 

　※８月最終週は、一部地域の学校で二学期が始まりますので、夕方以降の時間帯になっています。 

【受講料】122,040円（外部生140,340円） 

 

 

【単科講座】 

※通常講座を受講される場合は講座の中に単科講座が含まれている場合がございます。あらかじめご確認ください。 

 

［単科講座 No.７］ 

★中学受験国語の頻出テーマ対策です！ 

【説明文】読解力養成講座　中上級 

　対象：小学４・５年生レベル　受講料12,960円（外部生14,250円） 

 

■三鷹本校【日程】 

　７月２０日（土）、２２日（月）、２３日（火）　１６：００－１７：２０　（８０分×３回） 

 

＜講座について＞ 

　４・５年生の読解力の鍵は、「言葉を大切に扱い、文章を正確に読むこと」です。この講座では「説明文を正確に読み

取る方法」を指導します。扱う題材は、「日高敏隆」「池上彰」「外山滋比古」（敬称略）など、中学受験頻出のテーマで

す。 

　文章の構成、接続詞の役割、指示語が指すものを精読し、難しい説明文・論説文を読解するための基礎力を養成しま

す。また「筆者の主張を２００字で要約する」トレーニングを行うことで、筆者の主張をより明確につかみ取ります。論説



文・説明文に苦手意識のあるお子さんでも、丁寧に指導しますので、安心してご参加ください。 

 

 

［単科講座 No.８］ 

★受験頻出の重松清作品で正しい記述の解答法学ぶ！ 

　【中学受験国語 読解力養成 上級】 

　対象：小学５・６年生レベル　受講料12,960円（外部生14,250円） 

 

■三鷹本校【日程】 

　８月２０日（火）、２１（水）、２２日（木）　１４：１０－１５：３０　（８０分×３回）　 

 

中学受験の「心情把握」は難しい 

　中学入試で必ず出題される「小説文」「物語文」「随筆文」「エッセイ」。いずれも「心情把握」の力が試されています。こ

の心情把握の問題は対策がとても難しいのです。その理由は、 

　　●「◯◯と思った」と直接的な表現ではなく、間接的な表現を読み取る必要がある 

　　●どうしても自分の主観を入れてしまい「自分ならこう思う」で解いてしまう 

　　●状況がイマイチ分からず、登場人物がどういう気持ちか想像がつかない 

　やみくもに練習しても読解力は上がりません。そのため「国語はセンス」という思い込みが生まれてしまいます。 

 

なぜ、「重松清」作品はこれほど出題されるのか 

　様々な分析がありますが、共通するものとして、 

　　●テーマが成長物語であることが多く身近に感じることができる 

　　●二項対立の構図が多い 

　　●直接的な表現ではない心情描写が上手で、設問にしやすい 

　大人が読むと「うん、分かる（共感する）」と思うことがたくさんあります。しかし、その経験がないお子さんには「未知の

世界」以外のなにものでもありません。 

 

以前、勉強がよくデキる生徒が（重松氏の）「バッテリー」を読んで「先生、ピッチャー交代って嫌なもんですか？」と質問

してくれました。彼はスポーツの知識は全くなく、最後まで投げきることができないピッチャーの気持ちが最後まで理解

できないと言っていました。さらに重松シリーズは「何気ない仕草」や「一言」に登場人物の気持ちが込められています。

細かく丁寧に読む訓練をしなければ、読解力は身につきません。 

 

「重松清」作品に集中する理由 

　１年間の全学年の授業やテストで、重松清作品は、100回以上登場します。まさに「王道」と呼ぶにふさわしい作品が

多く、「先生」「ポニーテール」「きみのともだち」「日曜日の夕刊」「ビタミンF」など、友情や恋愛、いじめや家族との別れな

ど、感情の機微（きび）に触れるものばかりです。まずは作品として楽しみ、いろいろな心の感じ方を知ってもらいます。 

 

★ この講座の狙い ★ 

①心情把握に強くなる 

　登場人物のおかれた環境や人間関係から、どんな気持ちなのかを把握できるようにする。一人でただ読書をするだけ



では気づかないことが多いです。 

 

②登場人物の心情を説明できるようになる 

　説明をしようとすると、どう言えばよいかわからなくなるものです。それを自分の言葉で、伝える練習をすることで、より

深い文章の理解につながります。 

 

こんなお子さんにおすすめです 

　●小説問題が出題される受験生（私立・都立中） 

　●国語が苦手で、少しでも点数を上げたい受験生 

　●中学受験を考えている５・６年生 

　題材は入試の問題を扱いますが、現時点の学力は関係ありません。もともと、多くのお子さんが読める作品です。心

情把握のトレーニングをすることで、国語の偏差値が10～15アップします。ぜひ、積極的に参加してください。 

 

 

［単科講座 No.１０］ 

★資料の読み取り方と解答作成法が分かる！ 

「都立中 適性検査 資料読み取り対策講座」 

対象：都立中受験を目指す５・６年生　受講料12,960円（外部生14,250円） 

 

■三鷹本校【日程】 

　８月１６日（金）、１７日（土）、１９日（月）　１５：００－１６：２０　（８０分×３回） 

 

　都立中で必ず出題される資料問題（都立武蔵中であれば適性検査Ⅱに該当）。実はコツが分かれば高得点が狙え

ます。「資料問題」は、 

　　①表やグラフから適切なデータを読み取る　 

　　②正しい式を立て計算を行い割合を求める　 

　　③自分の言葉で無駄なく論理的に説明する 

という流れになっています。 

　また、問題のテーマ（多くの場合は時事問題）に関する「あなたの意見」を問われることも多く、それに対するオリジナ

ルの自分の意見を200字程度でまとめる練習と添削も行います。アルペオリジナルの対策問題を用いて「折れ線グラ

フ」「円グラフ」「棒グラフ」の特徴と正しいデータの読み取り方を練習をします。さらに問題の意図を正確に把握しなが

ら、計算方法や点数のとれる解答法を指導します。 

 

 

［単科講座 No.１１・１２］ 

★独特な都立中入試の作文で、高得点を取る方法が分かる！ 

「都立中 適性検査作文添削（基礎レベル）（応用レベル）」 

対象：都立中受験を目指す５・６年生　受講料：受講料12,960円（外部生14,250円） 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【No１１】適性検査「作文対策」基礎レベル　 

～出題文章の読解から作文の書き方指導まで～ 

■三鷹本校【日程】 

　８月２０日（火）、２１（水）、２２日（木）　１５：４０－１７：００　（８０分×３回） 

 

【No.１２】適性検査「作文対策」応用レベル 

～出題文章の要約から高得点が取れる作文の書き方指導まで～ 

　８月２０日（火）、２１（水）、２２日（木）　１５：４０－１７：００　（８０分×３回） 

 

　適性検査の作文は「普通の作文」と大きく異なります。 

　　①文章もしくは資料をきちんと読解し、書くべき趣旨を読み取る 

　　②その題材をもとに文章を要約する 

　　③さらにその趣旨についての作文を書く、という流れになります。 

　授業では①～③のそれぞれのパートを徹底指導します。 

 

＜講座について＞ 

　基礎レベルで扱う題材は、入試実践レベルよりもやさしめで、5年生ではじめて適性検査の作文を学んでいくお子さん

にも取り組みやすい身近な題材を扱います。例えば、原稿用紙の使い方、正しい段落の構成のやり方、筆者の主張の

見つけ方と要約のノウハウを教えます。 

 

　実践レベルでは、都立武蔵中をはじめとする都立中の過去問や実践問題を題材にします。限られた時間の中で文章

を精読し、きちんと要約し、趣旨をつかみ、作文を書いていくという実践的なハイレベルな講座です。解答はその場でひ

とりずつ、添削指導を行います。 

 

　特に受験生が最も苦手とする意見作文ですが、パターンを理解することが大切です。 

　　①何段落で書くか 

　　②段落ごとの中身は何を書くか（意見・具体例・まとめの配分） 

　　③出題文の引用はどのくらい入れるか 

　入試を意識した指導を受けることで、得点率はかなり上がります。これまで自己流だった文章読解や作文の書き方

が、入試で点数をとれる正しい方法に変わります。きっと２学期からの取り組み方も変わり成果がでるはずです。ぜひ、

積極的に参加してください。 

 

＜受講するにあたり＞ 

・授業時間内に解答が完成しない場合は、途中まで添削された自分の答案を持ち帰り、書き直して次の日に提出して

いただきます。講座の最終日には宿題用の添削題材をお渡ししますので、講座生の方は後日返信封筒でお送りくださ

い。添削をしてお返しします。 

 

 

 

［単科講座 No.１５］ 

★都立中の独特の図形問題の対策をしよう！ 



「都立中 適性検査算数・図形対策」 

対象：都立中受験を目指す５・６年生　受講料12,960円（外部生14,250円） 

 

■三鷹本校【日程】 

　８月２０日（火）、２１（水）、２２日（木）　１４：１０－１５：３０　（８０分×３回）　 

 

　都立中の理系分野で「立体図形」は様々な形式で出題されます。一見すると簡単そうに見えますが、立体図形の感覚

が不足しているお子さんには非常に難易度が高く、正答率は高くありません。立体図形の場合、アタマの中でブロックを

回転させたり、見えない部分をきちんと推測をして考える必要があります。そのため個人差も非常に大きく、訓練する必

要があります。 

　都立受験の問題傾向を熟知した教師が、夏の時期に取り組みたい題材を準備します。５年生６年で同じ問題を扱う時

間と、別々のレベルに分かれて挑戦する時間を設けます。受験学年の６年生は、受験本番のイメージをもって授業に臨

んでください。９月以降に取り組む入試問題過去問で、身につけた力を発揮できるように、頑張りましょう！ 

 

 

［単科講座 No.１６］ 

　【６年受験生　受験校過去問実践スタート講座】 

　　対象：中受験を６年生　受講料22,680円（外部生26,080円） 

 

■三鷹本校【日程】 

　８月２８日（水）、２９（木）、３０日（金）　１７：００－２０：３０　（２１０分×３回）　 

 

　夏休みのまとめとして、志望校の過去問にチャレンジする講座です。お子さんの受験目標校の過去問を実際に解き、

解説アドバイスを行います。解説アドバイスを個々に行うため、少人数で開催します。ご興味のある方は、お早めにお

問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［単科講座 No.１７］ 

【夏期特別個別指導】 

　夏期特別個別指導（完全マンツーマン） 



１コマ９０分　10,800円 

 

　受験生のための夏期特別個別授業です。グループ授業に加えて、マンツーマンでの指導で力をつける時間です。弱

点の補強から過去問の指導まで、個々に内容を決めます。ぜひ、有意義に活用してください。 

　科目別に、高木・富所が担当します。毎年６月中に満席になりますので、お早めにお問い合わせください。 

 

 

 

 

★★★　夏のスペシャルイベントのお知らせ　★★★ 

 

「こども霞が関見学デー」へ行こう！ 

 

　日時：８月７日（水）９：００ 

　集合：三鷹駅改札前集合（予定）、JRと地下鉄で移動します。 

　場所：アルペ遠足、霞が関のイベントに参加します。 

　　　　お昼は、日比谷公園で楽しくお弁当タイム！ 

　費用：参加費用５，４００円 

　定員：１２名（定員になり次第締め切りとなります。） 

　申込：６月１５日〆切り、ご希望の方はメールでお申し込みください。   



【単科講座　受講料割引一覧】 

単科講座３講座以上受講から割引あり 

３講座　合計で１０％ 

４講座　合計で１５％ 

５講座　合計で２０％ 

６講座以上　合計で３０％ 

受験コース生がオプションで受講する場合、１講座目から２０％割引 

※ただし個別指導は対象外です。 

 

【受付時間】 

　火曜・水曜・木曜　16：00～20：00 

 

※アポイント無しのご来塾はご遠慮ください。 

※お申込みは、HPのお問い合わせから、またはメールで以下宛先へお願いします。 

　 info@alp-alp.net 

 　件名：夏期講座申し込み　でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@alp-alp.net

