
 

 

 

 

 

 

２学期までの総復習！弱点を１つでも多く克服！ 

学習時間と成績は比例する！ 

しかし、少々の努力で花は開かない。 

大切なのは努力し続けること。 

いつか、必ず大輪の花を咲かせることでしょう。 

夢は逃げない。 

逃げるのは弱い自分。 

辛いことの向こうに喜びが待っている。 

だから人は頑張れる！ 

 

 

成績を上げることは将来の可能性を広げること 

EDIX 
 



 

 

 

 今学年はこれが最後！！ 

 

 

 

 

 

【講座概要】  

※通常、一斉指導を受講している本科生は当塾では全員参加となっていますので申込書などは不要です。 

 中学１年生 英・数・国・理・社 ５０分×３時限×５日間＋実力テスト（全県模試）1日 

 ※時間割は各教室で配布される時間割表を参照ください。 

※通常、個別指導を受講している生徒の皆さまも講習会のみ一斉で５科補強ができます。 

 その際は別途お申込みください。詳細はお電話、または教室にてご説明いたします。 

※もちろん、授業のない日の自習も大歓迎！習熟度が低い生徒には補講を組むかも！ 

【学習内容】 

  中学１年…カンペキにして２年生にあがると、あとが楽！ 

今の頑張りが後々大きな差をつくる！ 

 

これで、中学１年生の学習はほぼ終了。とはいえ、かなり疑問点、不完全理解を残してきたのではない

でしょうか？難しくなる中学２年生を迎える前に今年、学習したことをしっかりと復習し、後悔しないた

めにも２学期までの復習に力を入れ、３学期の中間、学年末テストに備えます。 

 

特に英語、数学は積み上げ科目です！ 

  今の「？」をそのままにしておくと、このあとの単元も雪だるまのように「？」が大きくなるだけ。 

  中２、中３までに習ったことを復習してリベンジするのはかなり大変！ 

  今のうちに「？」をつぶしておきましょう！！ 

 

【冬期講習費加算のお知らせ】  

   

１１月２７日（１２月分授業料）の費用に以下が加算されます。 

  中学１年生 冬期講習費：１４，０４０円（教材費・消費税込み） 

  ※通常授業において当塾に通っていない講習生は上記金額に２，１６０円が加算となります。 

 一斉指導  冬期講習 ～復習＆予習～  

【中 １】 
１２月２５日・２７日・２９日・１月４日・６日 

 ＜５０分×３時限×５日＝７５０分＞ 

時間 １９：００～２１：４０ 

第５回 愛知全県模試 

中１・・・１２月３０日（土） 
９：００～１２：３０で開催します 

 

２学期までの総復習で弱点発見＆克服！1 ランクアップの冬 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講座概要】  

※通常、一斉指導を受講している本科生は当塾では全員参加となっていますので申込書などは不要です。 

 中学２年生 英・数・国・理・社 ５０分×３時限×５日間＋実力テスト（全県模試）1日 

 ※時間割は各教室で配布される時間割表を参照ください。 

※通常、個別指導を受講している生徒の皆さまも講習会のみ一斉で５科補強ができます。 

 その際は別途お申込みください。詳細はお電話、または教室にてご説明いたします。 

 

【学習内容】 

  中学２年…本格的な受験勉強を前に復習中心で弱点補強をしておく！ 

 

「わたしは○○の科目が苦手」「ぼくは□□の科目が得意」 

よく聞きますが、単に好き嫌いの話ではありませんか？好き嫌いや気分、思いつきで「勉強した気になっ

ている」だけでは高校進学は難しいです。 

「行けるところに行く」よりも、将来、なりたい自分に近づけるように、今のうちに「？」をなくしまし

ょう。 

英語、数学は積み上げ科目です！ 

 今の「？」をそのままにしておくと、このあとの単元もず～っと「？」のままです。 

 今のうちに「？」をつぶして、受験勉強に備えましょう！ 

 

苦しさ、辛さの向こうに喜びがあります。 

今の苦労は全て、未来の自分のための糧となるのです。 

逆にサボったら、その分、未来の自分がツケを払うことになります。 

あなたはどちらを望みますか？  

 

【冬期講習費加算のお知らせ】  

  １１月２８日（１２月分授業料）の費用に以下が加算されます。 

  中学２年生 冬期講習費：１４，０４０円（教材費・消費税込み） 

  ※通常授業において当塾に通っていない講習生は上記金額に２，１６０円が加算となります。 

 

 一斉指導  冬期講習 ～復習＆予習～  

【中 ２】 
１２月２５日・２７日・２９日・１月４日・６日 

＜５０分×３時限×５日＝７５０分＞ 

時間 １９：００～２１：４０ 

 

第５回全県模試 

中２・・・１２月３０日（土） 
９：００～１２：３０ 

 

２学期までの総復習で弱点発見＆克服！1 ランクアップの冬 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講座概要】  

※通常、一斉指導を受講している本科生（速脳速読講座・短期講座除く）は当塾では全員参加となっていま

すので申込書などは不要です。 

 中学３年生 英・数・国・理・社 ５０分×４時限×５日間＋実力テスト（全県模試）1日 

 ※時間割は各教室で配布される時間割表を参照ください。 

※通常、個別指導を受講している生徒の皆さまも講習会のみ一斉で５科補強ができます。 

 その際は別途お申込みください。詳細はお電話、または教室にてご説明いたします。 

 

【学習内容】 

  

中学３年…３年間の総仕上げ→いよいよ入試本番！ 

豊富な授業時間を使って、中学３年間の総復習をいたします。 

単元別学習により、入試に対応できる学力を育成いたします。 

また、１２月３１日・１月１日に行われる入試直前講座（任意参加）では、公立・私立の入試問題、類

題を利用し、受験に対応しうる学力を完成させます。もちろん「覚えるまで、解けるまで徹底的に！」を

実践します。また、授業時間以外も自習室の利用もできますが、明らかに集中できていない生徒は強制的

に帰宅させる場合もあります。 

  徹底的に学力アップを望むなら、「冬期講習＋年末年始特別講座」。これが合格への近道！ 

【冬期講習費加算のお知らせ】  

  １１月２７日（１２月分授業料）の費用に以下が加算されます。 

 中学３年生 冬期講習費：１６，２００円（教材費・消費税込み） 

 ※通常授業において当塾に通っていない講習生は上記金額に２，１６０円が加算となります。  

  

 一斉指導  冬期講習 ～徹底復習～  

【中 ３】 
１２月２６日・２８日・３０日 

１月５日・７日 

＜５０分×４時限×５日＝１０００分＞  

時間 １８：０５～２１：４０ 

第５回全県模試 

中３・・・１２月２３日（土） 
※公開会場にて受験となります。 

いよいよ入試！１０００分授業＋年末年始特訓でラストスパート！ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

【注 意！】 

 １２月２５日（月）～３０日（土）、１月７日（土）は、通常授業はございません。 

  冬期講習を受講しないとブランクができてしまうので、現状に応じて回数を受講してください。 

  わからない場合は講師に遠慮なくご相談ください。最適のプランをご提案させていただきます。 

  ①個別指導で弱点補強  ②冬だけ一斉指導で５科目徹底  

  の２つのコースから選択できます。 ※一斉指導をご希望される方はご連絡ください。 

  通常は個別指導でも、講習だけ一斉指導で５科学習がオススメです！ 

 

Q．通常授業はあるの？ 

A. 冬期講習期間は通常授業がございません。 

  １２月２３日（土）までで１２月規定の４回が終了いたします。よって、講習会を受講しない生徒は１２

月２４日（日）から１月７日（日）までお休みとなります。今までの範囲が理解できていない生徒（学校の

定期テスト８０点以下）は、弱点補強のため是非、受講してください。１度で覚えることはできなくとも、

大切なのは「反復」と「継続」です。 

Q．冬期講習では何をするのか。 

A. この時期に大切なのは２学期までの復習です！ 

  冬期講習では、学校のカリキュラムがストップしますので、以下のようなことが取り組めます。 

  小学生  ・・・２学期までの復習・標準版の問題集を使って実力練成 

  中１、中２・・・２学期までの総復習・冬休み明けテストの対策・冬の宿題など 

  中３・・・２学期までの総復習・高校入試の過去問・１，２年の総復習・学年末対策 

       ※冬休み明けに行われる学年末テストで、受験できる公立高校が決定します。 

  西部は、一般に家庭も学校も西へ行くほど全体的にのんびりしていて、東へ行くほど学習に力を入れてい

ます。よって、西部の公立中学から上位の公立高校へ進学するのは至難の業となってしまうのです。この時

期に少しでも学力を上げましょう！全県模試で偏差値５５以上ないと高校は選べません。 

Q．冬期講習だけ、５教科一斉指導を受講できますか？ 

A. もちろんできます。（中１～中３） 

  このような生徒の皆様は早めにお申し出ください。教材発注の関係で最終締め切りは１２月７日とさせて

いただきます。なお、お申し込みの際に受講費用をお持ちください。 

 小学生・・・中学受験コースを受講することができます。（小３～小５） 

       ご希望の方は別紙「冬期講習ガイドブック」をご請求ください。 

       お申し込みは費用と共にお願いします。 

 中１・中２一斉・・・１４，０２０円（教材費・税込み） 全５日間 

 個別指導 冬期講習

会 

本科の一斉指導では質問しづらい生徒や苦手

な単元や教科を克服したい方におすすめです。  

１２月２５日（月）～ 

    １月 ７日（日） 
※この期間内で選択 

苦手科目の徹底克服！特に中学３年生は最後の長期休暇！ 

第５回全県模試 
中１～中２・・・１２月３０日（土） 
会場：EDIX春田校 時間：９：００～１２：３０ 

中 ３ ・・・１２月２３日（土） 
※中３生のみ公開会場受検となります。 



   中３一斉・・・１６,２００円（教材費・税込み）  全５日間 

   中３対象・・・年末年始特別講座（１２月３１日・１月１日）於：EDIX春田校 

受講費：１５，１２０円（教材費・税込み） 

Q．【中学生】 第５回 全県模試はいつ？ 

A. 学年によって異なります。中１・２は１２月３０日、中３は１２月２３日。 

  学中１、中２生は当塾において９：００～１２：３０で行います。中３生は１２月２３日に公開会場にて

受験していただきます。 なお、当塾生の皆様は既に登録されておりますので、申込は必要ございません。 

Q．冬期講習の個別指導時間帯はどうなるの？ 

A. 小学生と中学生で異なります。 

  原則、午後からの授業となりますが、時間について、早め、遅めなどの希望があれば申込み用紙にご記入

のうえ、お申込みください。 

 

● 講座概要 ※全て消費税が含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 講習のみの講習生は上記金額に教材費として小学生は各 1,080円、中学生以上は各２１６０円を加算し

てください。ただし、速読講座は教材費加算はございません。 

※ １日に６０分×２、６０分×３など複数時間を受講することもできます。 

  ★申込方法★ 

１． 下記の「講習申込書」に必要事項を記入してください。 

２． 教室へ受講費とともに「講習申込書」をご提出ください。（締め切り：１２月 １６日） 

※先着順に授業を組ませていただきます。 

３． 本校スタッフからスケジュールのお知らせをさせていただきます。 

 

個別講習申込書 

氏名（              ）保護者様名（              印） 

電話番号（               ）学校名・学年（     学校   年） 

受講番号（①・②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩）※いずれかに○をつけてください。 

生徒種別（塾生・講習生） 受講費用（          円） 

都合の悪い日 ※○をつけてください。都合の悪い時間などがございましたらその旨もご記入ください。 

（１２/２５（月）・２６（火）・２７（水）・２８（木）・２９（金）・３０（土）・１/４（木）・５（金）・６（土）・７（日）） 

   対象生徒 コース名 時間 受講費用 

① 中学生 実力練成コースⅠ ６0分×４回 6,480円 

② 中学生 実力練成コースⅡ ６0分×８回 12,960円 

③ 中学生 徹底復習コースⅠ 60分×１２回 19,440円 

④ 中学生 徹底復習コースⅡ 60分×１６回 24,840円 

⑤ 中学生  完全復習コース ６０分×３２回 48,600円 

⑥ 小学生 国・算 練成Ⅰ 50分×４回  4,320円 

⑦ 小学生 国・算 練成Ⅱ 50分×８回 8,640円 

⑧ 高校生 希望教科 60分×４回 8,640円 

⑨ 高校生 希望教科 80分×８回 17,280円 

⑩ 小～高 冬だけ速読 30分×4回 6,480円 



～頑張ろうとしている生徒の皆さんへ送ることば～ 
 

つらい道を避けないこと。 
自分の目指す場所にたどりつくためには 
進まなければ。 

- キャサリン・アン・ポーター -（米国の女性小説家 / 1890～1980） 
 
 
 

 
努力は必ず報われる。 
もし報われない努力があるのならば、 
それはまだ努力と呼べない。 

             ‐ 王貞治 - （日本の元プロ野球選手、監督 / 1940～） 

 

 
 

もう一歩。 
いかなる時も自分は思う。 
もう一歩。 
今が一番大事なときだ。 
もう一歩。 

        - 武者小路実篤 - （日本の小説家、詩人、劇作家、画家 / 1885～1976） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



入試まであとわずか！ 
 正月くらい・・・という油断が命取り！？本当のラストスパート！ 

   

    

 

 

 

 

  

 

 

 

内 容：愛知県入試過去出題問題、類題を扱いながら、入試頻出事項を単元別に学習、演習。 

パターン別に徹底的に演習することで、実戦力をつけ、入試へのラストスパートへとつなげます。 

徹底的に総復習→入試直前に知識の確認＆弱点克服！ 

◆教  科： 英語、数学、理科、社会、国語 

◆参 加 費：１５，１２０円 （教材費・消費税込） 

◆申込方法：申込み用紙に必要事項を記入の上、費用とともにお申込みください。 

 

【諸注意】 

（１）講師の指示に従わない生徒は、講座の途中であっても、帰宅いただく場合がございます。 

その際、キャンセル分のご返金には応じかねますのでご了承ください。 

（２）昼食は各自で弁当を用意、または一度帰宅して昼食をとっていただきます。 

（３）この講座で扱う内容は今後の通常授業では扱いません。教材のみの販売もいたしません。 

（４）締め切りは１２月１６日（土）となっております。  

（５）期限内であっても、蟹江校・ＥＤＩＸで合計１６名となった時点で受付終了とさせていただきます。  

（６）申込み方法：申込み用紙に記入の上、費用とともにお申込みください。 

（７）座席は提出順の席順とさせていただきます。 

EDIX/パシフィックゼミナール 
本部 ０５２－３０４－０５８１ 蟹江校 ０５６７－９６－０４０５ 

 きりとりせん  

 

中３生対象 高校受験 年末年始特訓講座 参加申込み書 

 

上記の講座参加を申し込みます。 

参加生徒氏名（                  ） 

保護者様氏名（                  ） 

日 程：１２月３１日・１月１日（２日間） 

時 間：９：００～１８：２０ 

場 所：EDIX春田校 

（名古屋市中川区春田５－２２０）℡ 052-304-0581 

 


