
中 3 夏期講習特訓コースにつきまして（７月２９日～８月末） 

                                                                                                  5月 さくら塾 

コース制度 

難関 Kコース・・・難関私立校受験予定者かつ、S もぎ偏差値６０以上が原則 

 ※難関私立とは市川、昭和秀英、日大習志野、芝浦工大柏、専修大松戸、（渋谷幕張）を指します。 

 ※県内トップ公立校や薬園台高校、佐倉高校を受験する生徒は上記私立を受験するのが通例です。 

 ※実際にはほとんどいませんが、県立船橋や薬園台高校を目指していて、私立を推薦入試のみという生徒はWコースで受講して下さい。 

受験Wコース・・・公立高校及び私立推薦受験予定者 

 

必修・選択教科 

必修教科・・・数学 英語 理科 社会 

選択教科・・・国語 

 

教科別指導指針 

夏期１～夏期 6は完全同一内容です。（※） 

夏期７～夏期２０も概ね同一内容ですが、K コースの方が少し進度が速いため、余剰時間がある場合は、ハイレベル 

演習も行います。（※） 

※・・・部活動で授業に出席できない場合、他コースの授業に振替可能です。 

夏期①～⑤は Kコース専用 

国語は選択者のみになります。 

 

数学：二次方程式、2次関数、図形（相似）の基礎事項を学習します。これらは前期期末テスト・数学検定対策も兼ねています。 

後半は、関数、方程式、図形、確率を中心に入試問題演習を行います。 

１３時間の学習内容は両コース概ね同一で、Kコースは追加の８時間で先取・難関私立校対策を行います。 



英語：分詞、関係代名詞等の中 3後半の学習項目を先取りし、中 3教科書範囲を完了させます。その後、長文、英作文、文法を満遍なく学習し、

全分野の学力を底上げします。13時間の学習内容は両コース概ね同一で、Kコースは追加の 5時間で難関私立校対策を行います。 

＊英単語テストは毎回実施、リスニングは原則自宅学習とします。 

理科社会中 1～中 3 9 月期末テスト相当範囲まで時間をかけて総復習を行います。理科・社会とも、考え方や解答までのアプローチの仕方に

重点を置いて指導をします。解説指導が半分、問題演習が半分と考えてください。 

中 1・２の項目で弱点がある生徒でも、「夏期講習→復習→小テスト」というサイクルをしっかりこなせば、得点源にすることは可能です。 

＊社会年号テストを含めた小テストは毎回実施 

国語選択授業です。計 8時間の授業を 4分割し、「説明文読解」「小説読解」「古典読解」「文法・作文・聞き取り」と毎回テーマを設けて学習し

ます。読解問題においては、記述式問題（４０字、６０字など）に多くの時間を割き、解答作成力を養います。 

＊漢字テストは毎回実施。 

 

使用教材 

数学・英語・・・オリジナルテキスト（数）、ウィンパス（英）、ファイナルステージ（数英） 他専用プリント 

理科・社会・国語・・・ウイニングフィニッシュ（国・理・社）他専用プリント 

前頁の予定表・カラー版は HPに掲載しております。 



 

時間割 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日

　 日 月 火 水 木 金 土

中3難関K 通常最終★10:10～ 夏期1　9時～11:45 夏期2　9時～11:45

中3受験W 通常最終★19:55～ 夏期1 16:30～19:15 夏期2 16:30～19:15

時間割 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日

　 日 月 火 水 木 金 土

個別指導 　 9時～ 9時～ 9時～ 9時～ 9時～ 　

中3難関K 夏期3　9時～11:45 夏期4 16:30～19:15 　 夏期5 16:30～19:15 　 　
夏期6 11:05～12:50

※ｸﾗｽ分けﾃｽﾄ30分

中3受験W 夏期3 16:30～19:15 　 夏期4 16:30～19:15 　 夏期5 16:30～19:15 　 　

時間割 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日

　 日 月 火 水 木 金 土

共通 　 　
選択国語1

9:00～11:40

選択国語2

9:00～11:40

選択国語3

9:00～11:40
　

　 　 夏期①9:00～12:00

　 　 夏期10 16:15～19:00

中3受験W
夏期6 19:30～21:15

※ｸﾗｽ分けﾃｽﾄ30分
夏期7 19:15～22:00 夏期8 19:15～22:00 夏期9 19:15～22:00 夏期10 19:15～22:00 夏期11 16:30～19:15

時間割 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日

　 日 月 火 水 木 金 土

中3難関K 夏期② 9:00～12:00 夏期③ 9:00～12:00 夏期12 9:00～11:45 夏期13 9:00～11:45 夏期④ 16:15～19:15 夏期14 9:00～11:45

中3受験W  夏期12 16:30～19:15 夏期13 16:30～19:15 　 夏期14 16:30～19:15

時間割 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日

　 日 月 火 水 木 金 土

個別指導 　 9時～ 9時～ 9時～ 10:10～ 10:10～ 　

説明会 16:00～16:45予定 9:00～9:45予定

中3難関K 夏期⑤ 9:00～12:00 夏期15 16:15～19:00 　 夏期16 16:15～19:00 　 夏期17 16:15～19:00
夏期18変更可能性

あり（10時～）

中3受験W 夏期15 16:30～19:15 夏期16 16:30～19:15 夏期17 16:30～19:15

時間割 8月29日 8月30日 8月31日

　 日 月 火 水

中3難関K Vもぎ 夏期18 16:00～18:45 夏期19 9:00～11:45 夏期20 9:00～11:45

中3受験W VもぎorSもぎ 夏期18 19:00～21:45 夏期19 16:30～19:15 夏期20 16:30～19:15

8月14日

8月21日

8月28日

夏期9 16:15～19:00 夏期11 9:00～11:45

7月24日

中3特訓コース　夏期講習スケジュール

第1回～6回は完全同一内容のため、部活動・学校見学等により受講できない場合は他クラスの授業を受講して下さい。（欠席時も同様）

第7回～20回は約8割は同一内容ですが、K組の方が進みが早いため、授業後半でハイレベルプリント演習を行います。

K組専用の①～⑤は難関私立校受験を主眼に置いた先取学習・ハイレベル演習を行います。

国語は選択制です。未受講者も秋以降教材を使用しますので、教材の購入は必要です。

※一部の教科で夏期講習前から夏期講習内容の学習に入ります。

7月31日

8月7日

中3難関K 夏期7 16:15～19:00 夏期8 16:15～19:00



講習料金 

 

＊国語を除く 4科教材費は 7月分請求（6月末迄納入）、国語教材費、講習授業料は 8月分請求（7月末迄納入）とさせていただきます。 

＊模試は Vもぎ 4４00円、S模擬 4100円料金は上記には含まれておりません。 

 

申し込みについて 

数学・英語・理科・社会の 4科については必修講座のため、申し込み不要です。 

選択国語については、教室内で受講確認を行います。国語受講希望の生徒さんには、その場で申込書を記入していただきます。（６/2７.2８予定） 

個別指導を併用して受講希望される場合、個別指導の申し込みが必要です。（併用時、個別指導１０％減額） 

外部会場・模擬試験について 

                                                                                                            

県立 Vもぎ（5科）、私立 Vもぎ（3科） 主催：進学研究会 

  塾で申し込みできます。 

県立・・・千葉県立高校入試とそっくり形式です。 

  私立・・・私立一般入試向けの模試。記述形式です。（ﾏｰｸｼｰﾄではない） 

受験料は 4400円です。（※変更の可能性有） 

  注意点➡欠席時は問題用紙・模範解答の配布のみです。（返金なし） 

 

S もぎ（5科）  主催：総進図書 

 塾で申し込みできます。 

千葉県立高校入試とそっくり形式です。 

 受験料は 4100円です。（変更の可能性有） 

5科税別料金 5科税込料金 4科税別料金 4科税込料金 教材費税別 教材費税込

難関K ¥80,000 ¥88,000 ¥73,636 ¥81,000 各￥1,709 各￥1,880

受験W ¥60,000 ¥66,000 ¥66,364 ¥73,000 各￥1,709 各￥1,880

教材新規購入は

理社国のみです。



 注意点➡欠席時は次回以降の S もぎにスライド受験することができます。（追加で最大１０００円料金がかかります ※さくら塾からの受験者 

数により、追加料金がかからない場合もあります ） 

 

駿台全国中学生模試（5科または 3科） 主催：駿台予備校   サピックスオープン（5科または 3科） 主催：SAPIX中学部 

 申し込みは個人で行って下さい。両模試とも最難関私立・国立受験者向け 

  近隣であれば、市川・昭和秀英・渋谷幕張・開成など受験者向け（日大習志野や専修大松戸を受ける生徒には不要） 

 

スケジュール 

日程は変更される場合があります。 

駿台やサピックスの模試は該当する生徒が僅かですので、時期が来ましたら、直接案内します。（秋以降月 1回ペースで実施されています） 

 

                     S もぎは 1か月に 1度しか受験できません。（同月内は同問題のため） 

                         S もぎは受験人数 5名以上でなければ申し込めないため、受験日を一か月で一日程に絞る場合があります。 

Vもぎと S もぎの違い 

＊千葉県公立入試に対する信頼性では互角です。受験者は Vもぎの方が多いですが、中学校の実力テストの殆どは S もぎが作成しています。 

＊Vもぎは毎回数学で正答率５％を切る難問が３～４問出題されます。 

＊Vもぎは模試欠席時、代金が全く戻りませんが、S もぎは次回以降にスライド受験可能です。（最大 1000円負担要の場合あり） 

◎県立船橋・・・Vもぎ中心  ◎薬園台、佐倉、船東、鎌ヶ谷、幕総など・・・V・S もぎ満遍なく  ◎偏差値５０前後～６０未満の高校・・・S もぎ中心 

◎日大一高、江戸川女子など記述式私立校・・・私立 Vもぎ 受験を勧めます。 

県立Vもぎ 私立Vもぎ

8月28日 8月28日

9月11日 9月4日 9月18日 9月19日

10月2日 10月2日 10月9日 10月16日

10月16日  

11月6日 10月30日 11月6日 11月13日

11月20日  12月4日 12月11日

12月4日 12月4日

12月11日

Sもぎ


