
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アルペ進学塾・アルペ記述読解教室

2021年度冬期講座のご案内【小学生・中学生】

冬期講座特別授業のご案内です。

12月25日（土）から1月8日（土）までが冬期講座期間です。

学力アップのために大切な時期だからこそ、規則正しい生活を送り、勉強面でのさらなる飛躍を

めざして、積極的に講座へご参加ください。

【重要】

コロナウイルス感染拡大防止に十分に行った上で開講します。

以下、アルペのコロナ対策ルールになります。お申し込み前に必ずご確認ください。

・検温・消毒を行ったうえで、ご入室いただきます。

・37.5度以上の発熱のある方、咳の出る方は、受講を見合わせていただきます。

・校舎内では、原則マスクを着用していただきます。

・保護者の方の校舎内への立ち入りは、ご遠慮いただいています。

何卒、ご協力の程よろしくお願いいたします。

【申込方法（内部生）】

・以下のフォームより、お申し込みください。

https://forms.gle/Hb42i8AQ71UJzxau6

【申込方法（一般生）】

・以下のフォームよりお申し込みください。

https://form.run/@info-1636024178

※一般生のお支払いは、銀行振込とさせていただきます。

※単科講座3講座以上受講の場合：合計10％割引

※冬期講座コース受講の方の、単科講座オプション受講の場合：各講座10％割引
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2021年冬期　講座ラインナップ

【小学生】

■コース講座：P.3~4
S1：4年私立受験コース

S2：3年冬期総合コース

S3：2年生冬期ハイレベルコース

S4：1年生冬期ハイレベルコース

■単科講座：P.5~7
T1：受験準備　物語文読解と感情表現記述練習講座（3年生応用レベル）

T2：プレ受験　説明文・論説文記述解答講座（4年生応用レベル）

T3：算数弱点補強特別講座（3，4年生対象）

T4：公立中高一貫校適性検査対策　資料問題集中講座（5,6年生対象）

T5：公立中高一貫校適性検査対策　個別作文添削特別講座（5,6年生対象）

T6：5年生限定　公立中高一貫校適性検査　理系過去問入門講座

T7：5年生限定　受験レベル記述対策　Zoom編

【中学生】

■中学3年生　難関受験対策コース：P.8~9
C1：中3　難関英数国　受験対策コース（全7回）

C2：最難関　英語長文対策（全3回）

C3：都立入試　理科社会対策（全4回）

C4：都立推薦入試　集団面接練習・個人アドバイス（全1回）

■中学1年生・2年生対象　冬期講座：P.10~11
C5：中学国語　時事テーマ　論説文読解対策

C6：中学数学　弱点単元補強講座

C7：中学英語　英文法補強講座
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【小学生：コース講座】

※本年度は、5年生・6年生を対象とした受験対策の【コース講座】は開催いたしません。

※受験対策の単科講座は開催いたしますので、ご確認ください。

S1：4年生私立受験コース（全6回）
四谷大塚の教材を使用して指導します。応用レベルの講座です。

ご新規で受講いただくためには、事前に試験に合格していただく必要があります。

対象：4年生

受講料：46,200円　（一般生受講料：50,820円）

※料金は、税込表示です。教材費を含みます。

日程：以下の通り

・12/25（土）14:30-17:30　理科社会

・12/26（日）14:30-17:30　理科社会

・12/27（月）11:30-14:30　国語算数

・12/28（火）11:30-14:30　国語算数

・12/29（水）11:30-14:30　国語算数

・1/8（土）13:00-15:40　　国語算数まとめ

※内部生の年内の通常授業は、12月23日（木）までです。

※内部生の新年の授業はは、1月4日（火）の週から平常の時間で開始します。

S2：3年生冬期総合コース（全4回）
四谷大塚の教材を使用して指導します。応用レベルの講座です。

ご新規で受講いただくためには、事前に試験に合格していただく必要があります。

対象：3年生

受講料：国語算数　26,400円（一般受講料：29,040円）

　　　　四科目　　30,800円（一般生受講料：36,960円）

日程：以下の通り

・12月27日（月）13：10－15：50　国語算数

・12月28日（火）13：10－15：50　国語算数

・12月29日（水）13：10－15：50　国語算数

・12月30日（木）13：10－15：50　理科社会
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S3：2年生冬期ハイレベルコース（全3回）
四谷大塚の教材を使用して指導します。応用レベルの講座です。

ご新規で受講いただくためには、事前に試験に合格していただく必要があります。

※通常コースの【木曜２年国語総合クラス】受講中の方は、そのままご参加いただけます。

対象：2年生

受講料：26,400円（一般生受講料：29,040円）

日程：以下の通り

・12月27日（月）14：30－17：20　国語算数ハイレベル

・12月28日（火）14：30－17：20　国語算数ハイレベル

・12月29日（水）14：30－17：20　国語算数ハイレベル

S4：1年生冬期ハイレベルコース（全3回）
四谷大塚の教材を使用して指導します。応用レベルの講座です。

ご新規で受講いただくためには、事前に試験に合格していただく必要があります。

※通常コースの【木曜１年国語総合クラス】受講中の方は、そのままご参加いただけます。

対象：1年生

受講料：26,400円（一般生受講料：29,040円）

日程：以下の通り

・12月27日（月）14：30－17：20　国語算数ハイレベル

・12月28日（火）14：30－17：20　国語算数ハイレベル

・12月29日（水）14：30－17：20　国語算数ハイレベル

【申込方法（内部生）】

・以下のフォームより、お申し込みください。

https://forms.gle/Hb42i8AQ71UJzxau6

【申込方法（一般生）】

・以下のフォームよりお申し込みください。

https://form.run/@info-1636024178

※一般生のお支払いは、銀行振込とさせていただきます。

※単科講座3講座以上受講の場合：合計10％割引

※冬期講座コース受講の方の、単科講座オプション受講の場合：各講座10％割引
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【小学生：単科講座】

T1：受験準備　物語文読解と感情表現記述練習講座（3年生応用レベル）
対象：3年生応用レベル

受講料：13,200円（一般生受講料：15,840円）　

日程：12月27日（月）28日（火）29日（水）

※いずれも、授業時間は【13:10-14:30】　（80分×3回）　

高学年で正確な読解ができるように、入試によく出る物語文の読解を行います。文章をきちんと

読み解き、記述で解答する練習をします。設問にアレンジを加え、より深く読解できるように工夫

した授業です。対象学年は目安です。

※【3年生　冬期総合コース】のメニューには含まれます。

T2：プレ受験　説明文・論説文記述解答講座（4年生応用レベル）
対象：4，5年生（4年生応用レベルの問題を扱います。）

受講料：13,200円（一般生受講料：15,840円）

日程：12月27日（月）28日（火）29日（水）　　

※いずれも、授業時間は【11:30-12:50】（80分×3回）　

小学4年生応用レベル（受験標準レベル）の読解記述対策講座です。

冬休みだからこそ、背景知識を深めながら丁寧に読む練習を行います。

文章を要約する訓練も行うので、私立中だけでなく、都立受験を目指すお子さんにもおすすめで

す。

T3：算数弱点補強特別講座（3，4年生対象）
対象：3，4年生

受講料：13,200円（一般生受講料：15,840円）

日程：12月27日（月）28日（火）29日（水）　　

※いずれも、授業時間は【14:30‐15:50】（80分×3回）　

受験コースのテキストを順調に勉強していくには、基礎力・応用力ともに必要です。

受験勉強本格開始を考えている方の準備講座として、基礎力のフォローを行います。また、二学

期の学校の勉強内容をより強化したい、三学期の算数の先取りとして勉強したいというお子さん

にもお勧めです。受講人数に合わせて、グループを組んで指導します。
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T4：公立中高一貫校適性検査対策　資料問題集中講座（5,6年生対象）
対象：公立中高一貫校受験志望　5～6年生

受講料：13,200円（一般生受講料：15,840円）

日程：1月6日（木）7日（金）8日（土）　

※いずれも、授業時間は【14:30-15:50】　（80分×3回）

　

受験6年生には、受験直前の追い込みです。資料問題に対応する実践力を磨きます。正確な計

算、着眼点、記述のまとめ方をそれぞれ確認していきます。

５年生と６年生は別グループです。５年生は一年後の入試に向けて、資料の読み取りの基本をマ

スターできるよう、実践練習をします。

T5：公立中高一貫校適性検査対策　個別作文添削特別講座（5,6年生対象）
対象：都立受験志望　5～6年生

受講料：13,200円（一般生受講料：15,840円）　

日程：1月6日（木）7日（金）8日（土）　

※いずれも、授業時間は【13:00-14:20】　（80分×3回）　

この講座は、記述の基礎ができているお子さんのための実践講座です。作文題材を解き、解説

添削し、授業内で書き直しまで行います。入試に向けての仕上げとしてご参加ください。

５年生は、過去問ではなく、類題となる問題を使用して、

「書く」⇛「添削する」⇛「書き直す」を繰り返しトレーニングします。

実力のあるお子さんは、6年生と同じ問題にチャレンジします。

T6：5年生限定　公立中高一貫校適性検査　理系過去問入門講座
対象：5年生

受講料：13,200円（外部生　14,250円）　

日程：12月25日（土）26日（日）

※いずれも、授業時間は【17：40－19：20】　（100分×2回）

5年生のための適性検査理系講座です。

一年後の適性検査で、どのような問題を解けるようになればいいかを明確にするための講座で

す。

実際の過去問を使って、経験を積みましょう。個々に学習アドバイスも行います。
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T7：5年生限定　受験レベル記述対策　Zoom編
対象：5年生

受講料：16,500円（一般生受講料：18,150円）　

日程：1月5日（水）6日（木）7日（金）

※いずれも、授業時間は【14：30－15：50】　（80分×3回）

※ZOOMで行う講座になります。（ご自宅からご受講いただけます。）

受験を一年後に控えた5年生のための、入試問題実践講座です。

この冬に力試しをして、入試への本格的な勉強をスタートさせましょう。

読解の読み方を学び、記述型の解答練習を行います。

事前に、問題セットをお送りし、オンラインで答案を提出いただいて授業で解説をするスタイルで

す。

毎年、お問い合わせが多く、締め切りとなる、アルぺのZOOM入試問題解説にぜひご参加くださ

い。

3日間の授業では、桐朋中・学習院女子中・吉祥女子中の良問を1日ずつ扱います。（男女問わ

ずご参加いただけます。）

【申込方法（内部生）】

・以下のフォームより、お申し込みください。

https://forms.gle/Hb42i8AQ71UJzxau6

【申込方法（一般生）】

・以下のフォームよりお申し込みください。

https://form.run/@info-1636024178

※一般生のお支払いは、銀行振込とさせていただきます。

※単科講座3講座以上受講の場合：合計10％割引

※冬期講座コース受講の方の、単科講座オプション受講の場合：各講座10％割引
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【中学3年生　難関受験対策コース】

中3の受験生は、いよいよ受験本番までカウントダウンです。

この冬の過ごし方が、高校受験合格のカギを握るのは言うまでもありません。

これまでの学習の過程で、生徒のみなさん一人ひとりの弱点は把握できています。

この冬は、その弱点箇所補強と実践形式による実力練成がテーマです。

それぞれの受験校に応じて対応します。過去問を使用しての実践練習と解説では、２学期に実

施してきた入試過去問特訓と同様、個々の答案の採点・添削までおこないます。

この冬にさらに飛躍して、志望校合格を勝ち取りましょう！

※内部生の通常授業　1月4日（火）1月6日（木）は通常の時間で開催します。

1月の入試特訓　1月8日・15日・22日（土）16：00－20：00です。

C1：中学3年生　難関英数国　受験対策コース（全7回）
対象：中学3年生

受講料：53,900円（一般生：64,680円）

日程：以下の通り

12月26日（日）14：30－17：30

12月27日（月）16：00－19：00

12月28日（火）16：00－19：00

12月29日（水）16：00－19：00

12月30日（木）13：00－16：00

1月5日（水）13：00－16：00

1月7日（金）18：00－20：20

C2：最難関　英語長文対策（全3回）
対象：中学3年生

受講料：16,500円（一般生：18,150円）

日程：以下の通り

1月5日（水）16：20－17：40

1月6日（木）16：20－17：40

1月7日（金）16：20－17：40
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C3：都立入試　理科社会対策（全4回）
対象：中学3年生

受講料：22,000円（一般生：24,200円）

日程：以下の通り

12月26日（日）18：00－19：20

12月27日（月）19：20－20：40

12月28日（火）19：20－20：40

12月29日（水）19：20－20：40

C4：都立推薦入試　集団面接練習・個人アドバイス（全1回）
対象：中学3年生

受講料：5,500円（一般生：7,700円）

日程：12月30日（木）10：30－12：30

【申込方法（内部生）】

・以下のフォームより、お申し込みください。

https://forms.gle/Hb42i8AQ71UJzxau6

【申込方法（一般生）】

・以下のフォームよりお申し込みください。

https://form.run/@info-1636024178

※一般生のお支払いは、銀行振込とさせていただきます。

※単科講座3講座以上受講の場合：合計10％割引

※冬期講座コース受講の方の、単科講座オプション受講の場合：各講座10％割引
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【中学1年生・2年生対象　冬期講座】
以下の単科講座を組み合わせて受講してください。

高校受験生だけでなく、私立中高一貫生にもお勧めです。

個々の学力状況に応じて授業のレベル設定を行います。

12月の通常授業は、12月24日木曜日までです。

C5：中学国語　時事テーマ　論説文読解対策（全3回）
高校受験の基礎～標準レベルの題材を扱います。

対象：中学生（参加学年は問いません。）

受講料：16,500円　（一般生：18,150円）

日程：以下の通り

・12月27日（月）17：40－19：00

・12月28日（火）17：40－19：00

・12月29日（水）17：40－19：00　

C6：中学数学　弱点単元補強講座（全3回）
個々に、分野別の弱点単元のリクエストに応じてアドバイスし、演習によって苦手を克服していく

授業です。

冬休みに、これまでの苦手を克服しましょう。

対象：中学生（参加学年は問いません。）

受講料：16,500円　（一般生：18,150円）

日程：以下の通り

・12月27日（月）19：10－20：30

・12月28日（火）19：10－20：30

・12月29日（水）19：10－20：30
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C7：中学英語　英文法補強講座（全3回）
個々に、英文法の弱点単元のリクエストに応じてアドバイスし、演習によって苦手を克服していく

授業です。

これまで定着しきれていない文法分野の補強のための時間です。英作文も練習時間としても有

効です。

対象：中学生（参加学年は問いません。）

受講料：16,500円　（一般生：18,150円）

日程：以下の通り

・1月4日（火）20：30－21：50

・1月5日（水）20：30－21：50

・1月6日（木）20：30－21：50

【申込方法（内部生）】

・以下のフォームより、お申し込みください。

https://forms.gle/Hb42i8AQ71UJzxau6

【申込方法（一般生）】

・以下のフォームよりお申し込みください。

https://form.run/@info-1636024178

※一般生のお支払いは、銀行振込とさせていただきます。

※単科講座3講座以上受講の場合：合計10％割引

※冬期講座コース受講の方の、単科講座オプション受講の場合：各講座10％割引
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