地域の子どもたちに質の高い教育サービスを提供することにより、地域社会の「現在」と「未来」に貢献したい。

30
年度

夏 期

講 習 会
7／23(月) 〜 8／31(金)

小６

指導科目
国語・算数・英語・理科・社会

有備館ゼミナール

お申し込み・お問い合わせは
安室教室（本部事務局）
079(295)8887 (ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-16-2536)
［お電話受付時間］ 午後1時〜午後7時（日・祝除く）
［お申し込み方法］
お電話でお申し込みのうえ、お近くの教室で所定の申込用紙に
必要事項をご記入ください。
※お申し込み時に受講費用をご納入頂きます。
※学年・クラスによっては定員になり次第、締め切らせていただ
く場合があります。
※夏期講習会の受講に入塾テストはありません。

◆◆夏期講習会受講特典◆◆
9月から入塾される場合、学力診断テスト料と入塾金が
無料になります。

小５

授業内容（変更する場合がございます）
物語文・論説文・詩・短歌・俳句の読解力養成。
国語 漢字テスト。古典の音読と書写テスト。

検索

指導科目
国語・算数・理科・社会・(英語)

授業内容（変更する場合がございます）
物語文・説明文・詩の読解力養成。
国語 漢字テスト。古典の音読と書写テスト。

１学期の復習。計算特訓（分数計算）。

算数 倍数・約数の学習。

学校や町、地域についての説明。

理科 習。

ものの燃え方と空気・人のからだのはたらき・天気の変

社会 候について問題演習。

日本地理・歴史（縄文時代から平安時代まで）について

英語 に沿って学習。英文音読、口頭試問による定着確認。

算数 速さ、比例・反比例の学習。

英語 自分ができることや楽しめることの表現。
理科 化について問題演習。
社会 問題演習。
授業日数

中学進級に向けて、既習事項の定着を
確認する時期です。これまでの学習を
［復習期間］
前期 １３０分×6日 振り返り、忘れてしまっているところ
や、練習が不足しているところをさぐ
りながら授業を進めます。重要事項を
［予習期間］ 正しく理解することで、基礎を積み上
後期 １３０分×5日 げ、考える力を一緒に身に付けましょ
う。

速読

４年生・５年生の授業にも
取り入れています。
速読のみの単科受講生も募集中！

「速読」は「内容を理解して速く読む」ためのトレーニングで
す。トレーニングには理解度を確かめる「速解力チェック」や、
速読のために必要な能力を鍛える能力開発ゲーム等を組み込み、
着実に速読力を身につけます。速読力を身につけることで、処理
能力・学習効率・基礎学力アップ等が効果として現れます。［対
象／小２〜高３］

〜高校入試対策にもお勧
めです。〜
平成３０年度の兵庫県公立高校
入試国語の問題文は原稿用紙の
３１枚分（１２，３１２文字）
に及び、読書速度の向上は今や
入試対策にも必須といえます。

１学期の復習。計算特訓（かけ算のマス計算）。
植物の発芽と成長・メダカの産卵と成長について問題演
大陸と海洋・世界の国々や日本の位置・国土・地形・気
【自立型個別】一人ひとりのペースに合わせて英語教材

授業日数

５年生から急速に学習内容が難しくな
ります。算数では１学期に、小数のか
［復習期間］
前期 １３０分×6日 け算・わり算や三角形・四角形の角を
習いますが、小数のわり算での小数点
の移動や角の計算において、意外に理
［予習期間］ 解が深まっていないことが多く見られ
後期 １３０分×5日 ます。長期の休みには復習の機会をぜ
ひ作ってほしいと思います。

小４

指導科目
国語・算数

（１科目から受講できます）

授業内容（変更する場合がございます）
物語文・詩・説明文の読解力養成。
国語 漢字テスト。課題文の音読と書写テスト。
１学期の復習。計算特訓（足し算のマス計算）。

算数 正方形・長方形の面積の学習。
授業日数

夏休みは学習の基本動作がおろそかに
なりがちです。読み・書き・計算の練
［復習期間］
前期 ９０分×4日 習が中断し、せっかく身に付きはじめ
た学習習慣が崩れてしまうことにもな
りかねません。読み・書き・計算を適
［予習期間］ 度に練習するとともに、丁寧にノート
後期 ９０分×4日 を取る習慣、間違った問題をきちんと
見直しする習慣を付けましょう。
※１科目受講の場合は、前期２日、後期２日となります。

★★ 夏期 小学生オプション講座 ★★
◆わくわくｻｲｴﾝｽ

〜顕微鏡を作ろう！〜（小５・６）

夏休みの宿題に大活躍の理科実験。いつもの学習で疑問に思った
ことを解き明かすチャンスです。身近に感じられる現象に興味・
関心を持つことで、理科に対する学習意欲が変わっていきます。
今回はペットボトル顕微鏡を作り「光」の学習や「生物の観察」
を行います。

◆国語講座 〜 読書感想文を書こう！ 〜
「登場人物や主人公は？」「印象に残った場面や人物は？」「自分なら
どうしたか？」など、読んだ本の内容をまずは細かく分類・整理しま
す。その上で、事実と感想と意見などを区別しながら原稿用紙にまとめ
ていきます。時間のある夏休みだからこそ、じっくりと取り組みたい講
座です。

指導科目

中３

英語・数学・国語・理科・社会

授業内容（変更する場合がございます）

豊富な学習量とポイントを絞った講義！
夏の圧倒的な「量」で学習の「質」を変えよう。
授業日数

「ライバルがいるから頑張れる。」有
備館生の伸びる秘訣です。受験勉強と
4時間40分×19日 は本来孤独なものですが、ともに切磋
琢磨できる仲間がいるとき、個人の成
【その他】
績は驚くほど伸びていきます。有備館
宿題完成ゼミ
パワーアップ演習 の頑張る受験生の中で、受験勉強をス
映像授業（事前予習） タートさせませんか。中３夏期講習で
は、５科目総復習・個別弱点対策・２
テスト対策会
学期の予習をバランスよく行えるよう
★オプション講座 に、十分な学習時間を確保していま
お盆特訓（3日間） す。確実に学力を積み上げ２学期をス
映像授業
タートさせましょう。

既習事項の総復習。
英語 不定詞の応用・分詞の学習。
既習事項の総復習。

数学 ２次関数の学習。

読解問題の演習・文法と漢字の基本知識の整理。

国語 古典「おくのほそ道」の学習。

既習事項の総復習。運動とエネルギーの学習。

理科 一問一答による基本事項の整理。

地理・歴史分野の総復習。標準〜入試レベルの

社会 問題演習。一問一答による基本事項の整理。

姫路西 合格

★★ 夏期講習からの入試対策 ★★
夏休み

２学期

冬休み

３学期
高校
入試

70
65
60
55

62

63

63

姫路東(推薦) 合格

66

70
65
60
55

6月 9月 10月 11月

部活引退後の３年生を強力にサポート。夏から一緒に頑張ろう！

映像授業（弱点対策 ）

中２

休講日の自習室

指導科目
英語・数学・国語・理科・社会
宿題完成ゼミ，パワーアップ演習
テスト対策会

62
60 61
58
6月 9月 10月 11月

K・Dくん

K・Kくん

中3夏休みより入塾。当初は東高志望
だったが、カウンセリングをもとに
目標を再設定し、夏休みから秋にか
けての十分な学習量を確保した。結
果、夏前と比べ 実力を１ランクアッ
プさせて、姫路西高に合格。

苦手な国語はオプション講座、志望校
突破ゼミを軸に基礎から丁寧に反復。
部活引退後の夕方の時間を自習室で有
効活用して学習強化し、第一志望校に
合格。

志望校突破ゼミ

中１

お盆特訓

指導科目
英語・数学・国語・理科・社会
宿題完成ゼミ，パワーアップ演習
テスト対策会

授業内容（変更する場合がございます）
英語 １学期までの総復習。不定詞・動名詞の学習。

授業内容（変更する場合がございます）
英語 １学期までの総復習。複数形・三単現の学習。

数学 １学期までの総復習。１次関数の学習。

数学 １学期までの総復習。１次方程式の学習。

国語 重要文法事項の整理。古典の重点学習。

国語 重要文法事項の整理。古典「伊曽保物語」。

理科 １学期までの総復習。

理科 気体・水溶液の学習。９月実力テスト対策。

社会 １学期までの総復習。

社会 １学期までの総復習。

授業日数
［復習期間］

前期 ３時間×８日
［予習期間］

後期 ３時間×７日

有備館では、中学３年生の１学期を順調に開
始することから逆算し、中学２年生を指導し
ています。学習内容、勉強の仕方、目標設
定、学習計画も、時期に応じてより精度が高
まるように取り組んでいます。特に夏休みは
中学校生活の折り返し地点です。部活と勉強
を両立させながら「これだけは頑張って欲し
い」内容を準備していますので、有備館で一
緒に頑張ってみませんか。

教室案内 （一斉指導／速読）
安室教室 295-8887

白浜教室 246-8900

授業日数
［復習期間］

前期 ３時間×８日
［予習期間］

後期 ３時間×７日

中１の本格的な学習は２学期から始まりま
す。英語・数学は積み重ねが大切であること
を考えると、夏休みにしっかりと基礎を固め
ておきたいところです。また、順調に勉強が
進んでいる人は、教科書内容をさらに発展さ
せた学習に取り組んでみましょう。有備館で
は、トップ校合格へと導くためのプログラム
をご用意して、中学１年生の受講生をお待ち
しています。

中学生、夏期講習生募集中です♪
確かな手応えで、4０日間を過ごそう。

お申し込み・お問い合わせは
安室教室（本部事務局）
079(295)8887までお願いします。
［お電話受付時間］午後1時〜午後7時（日・祝除く）
［お申し込み方法］
まずは、お電話ください。

◆◆夏期講習会受講特典◆◆
9月から入塾される場合、学力診断テスト料と入塾金が
無料になります。

