
 
 

 

 

 

 

◆時間割 （裏面に詳しい講座内容一覧があります） 

１２月３１日（土） １月２日（月） １月３日（火） 

9:00～11:00 ①英語 共テ筆記 応用(1) 9:00～11:00 ⑦数学 共テⅠA (1) 9:00～11:00 ⑫数学 共テⅠA (2) 

11:15～13:15 

②英語 共テ筆記 標準(1) 
11:15～13:15 ⑧数学 共テⅡＢ応用(1) 11:15～13:15 ⑬数学 共テⅡＢ応用(2) 

③化学 共テ理論 A 

13:30～15:30 

④英語 難関英文解釈長文読解 
13:30～15:30 ⑨数学 共テⅡＢ標準(1) 13:30～15:30 ⑭数学 共テⅡＢ標準(2) 

⑤化学 共テ理論 B 

15:45～17:45 ⑥化学 共テ有機 16:15～18:15 ⑩国語 共テ現代文 16:15～18:15 

⑮英語 共テ筆記 応用(2) 

⑯物理 共テ力学波動 

  18:30～20:30 ⑪国語 共テ古文漢文 18:30～20:30 

⑰英語 共テ筆記 標準(2) 

⑱物理 共テ電磁気 

◆受講料（教材費・消費税込）       

 

 

 

 

◇各講座定員に達し次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。 
◇塾生・講習生は、下の申込書にご記入の上、通塾校舎にご提出ください。 
※塾生は費用を 1 月４日（水）に口座振替いたします。 

お申し込み後の変更・キャンセル・欠席された場合の 

返金はできませんのでご注意ください。 

  

【高３塾生・講習生用 】                      太枠内を記入してください 

2022～2023 

大晦日・正月特訓申込書  

受講料          円  

口座振替 （1/4）  ・  振込用紙渡（  /  ） 

受付印 

  / 

生 徒 コード  
       

塾生は塾生証を確認して必ず記入してください。 

フ リ ガナ  

生徒氏名  

            ★受講希望の講座番号に○をつけてください。 

  
12/31 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  

電話番号 （    ）     － 1/2 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪   

                 高校  ３  年 1/3 ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ 

□冬期講習は                      校で受講 

□冬期講習は 受講しない 合計     講座 
※お申し込み後の変更・キャンセル・欠席された場合の返金はできませんのでご注意ください。 

○実 施 日： １２月３１日（金)・１月２日（月)・３日（火）  ○実施校舎： 金沢本部校 

○指導科目： 英語・数学・国語・物理・化学 1講座 120分 

大晦日正月特訓を受講する場合のみ、下記時間帯に金沢本部校の 

自習室が利用できます。 

12/31 9：00～18：00、 １/2・1/3 9：00～21：00 

 冬期受講生 冬期非受講生 

1講座 7,920 9,130 

2講座 12,210 14,850 

3講座 17,050 20,900 

4講座 21,780 26,730 

5講座 26,290 32,340 

6講座 30,800 37,950 

7講座 35,310 43,560 

8講座 39,050 48,950 

 切 り 取 り 線  

高校３年生対象 

2 0 2 2～2 3 大 晦 日 ･正 月 特 訓  

金沢育英センター 金沢本部校 ℡(076)233-6446          
 



科目 クラス 開講日時 担当 内容

二次：難関英文解釈長文読解 12月31日 13：30～15：30 須原
難関国公立２次対策を行う講座です。（予習型）

「共通テストは大丈夫。２次の勉強をしたい！」人のためのクラスです。

共通テスト：筆記　応用(1) 12月31日 9：00～11：00 須原

共通テスト：筆記　応用(2) 1月3日 16：15～18：15 江村

共通テスト：筆記　標準(1) 12月31日 11：15～13：15 須原

共通テスト：筆記　標準(2) 1月3日 18：30～20：30 江村

共通テスト：ⅠA　(1) 1月2日 9：00～11：00 田村

共通テスト：ⅠA　(2) 1月3日 9：00～11：00 石田

共通テスト：ⅡB　応用(1) 1月2日 11：15～13：15 田村

共通テスト：ⅡB　応用(2) 1月3日 11：15～13：15 石田

共通テスト：ⅡB　標準(1) 1月2日 13：30～15：30 田村

共通テスト：ⅡB　標準(2) 1月3日 13：30～15：30 石田

共通テスト：現代文対策 1月2日 16：15～18：15 吉田 共通テスト現代文の対策講座。問題演習と本文・問題の解説を行います。

共通テスト：古文・漢文対策 1月2日 18：30～20：30 吉田
共通テスト古文・漢文の対策講座。問題演習中心。重要な単語・文法の確

認とともに、問題演習と本文・問題の解説を行います。

共通テスト：力学・波動対策 1月3日 16：15～18：15 平田
共通テスト物理の力学・波動分野の対策講座。

力学・波動分野の頻出問題の演習・解説を行います。

共通テスト：電磁気対策 1月3日 18：30～20：30 平田
共通テスト物理の電磁気分野の対策講座。

電磁気分野の頻出問題の演習・解説を行います。

共通テスト：理論計算対策A 12月31日 11：15～13：15 金曽
共通テスト化学の理論分野の計算問題を扱います。

扱う分野は気体の性質，溶液の性質です。

共通テスト：理論計算対策B 12月31日 13：30～15：30 金曽
共通テスト化学の理論分野の計算問題を扱います。

扱う分野は，酸化還元・電池・電気分解，反応速度・化学平衡です。

共通テスト：有機対策 12月31日 15：45～17：45 金曽
共通テスト化学の有機分野を扱う講座です。

構造異性体を考える問題を中心に重要知識や反応の確認を行います。

※大晦日・正月特訓受講者は，下記の期間で金沢本部校の自習室が利用可能です。

　金沢本部校自習室開放時間…12/31　9：00～18：00　，1/2・3　9：00～21：00

お申込みはHPまたはお電話にて受付ております。

金沢育英センター　金沢本部校　℡：076-233-6446

共通テスト数学ⅠA・ⅡBの対策講座。

ⅠAは全レベル共通クラス，ⅡBは応用が模試で6割以上の生徒，標準が模

試で5割以下の生徒対象。模試形式の演習とその解説を行います。

※(1)・(2)は別内容の講座です。併せての受講をお勧めします。

化学

物理

英語

国語

共通テスト英語のリーディング対策講座です。

応用は模試で7割程度，標準は5割程度の生徒対象。

80分リーディングの問題演習後すぐに解答・解説を行うことで，皆さん

の理解を深め得点力アップを目指します。

※(1)・(2)は別内容の講座です。併せての受講をお勧めします。

数学

お申込はこちらから！


