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進学塾ＰＬＡＳでは、今春、中学校に入学されるお子様を対象とした「中学準備講座」を２月８日（金）よ

り開講いたします。 

中学校では、授業のやり方などが小学校とは異なり、教科ごとにそれぞれ異なる担当の先生がいます。内容

も、より専門的になるので、最初は違いに戸惑うこともあるかもしれません。でも大事なのは、そんな中でも

日々の授業にちゃんとついていくことです。順調についていくためには、最初が肝心！そのためにも中学入学

前からしっかり準備をしておきましょう。また、埼玉県では３年後の高校入試の判断材料になる内申点も１年

生から加算されます。内申に記載される成績には、中間や期末テストの結果だけではなく、日ごろの学習態度

や提出物の状況なども影響します。だからこそ、今のうちから内申にも反映される日頃の成績は意識しておき

たいですね。昨年は中学準備講座を受講した全員が数学で１学期中間テストは９０点以上を獲得！ 

中学入学後の学習に不安をお持ちの皆さん、中学校での最初の授業とテストで良いスタートを切りたい皆さ

ん、ＰＬＡＳ自慢の講師陣が、この講座で英語・数学の楽しさを教えます。ご期待ください！ 
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※料金は税・教材費込みの料金です 
 

※ノートは PLASでもご購入いただけます。（ポイント利用可） 
 

※小６対象のベーシックマスターコース及びジュニアイングリッシュ 

は２月以降はございません。 

 

※英語・数学ともスタンダードクラス・アドバンストクラスのいずれかを 

担当の方で決定いたします。曜日のご都合がつかない場合は担当までご相談 

ください。（科目ごとに異なる選択をする場合もございます。例）英語はアド 

バンストクラス、数学はスタンダードクラス） 

進学塾 PLAS 

TEL：０４９－２３８－３１００ 

小６対象：今から始めて、夢をかなえる中学０学期講座！ 

２月 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ 水曜日  2/13 ・ 2/20 ・ 2/27 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ 土曜日  2/9 ・ 2/16 ・ 2/23

（前期） ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 金曜日  2/8 ・ 2/15 ・ 2/22 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 木曜日  2/14 ・ 2/21 ・ 2/28

３月 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ 水曜日  3/6 ・ 3/13 ・ 3/20 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ 土曜日  3/2 ・ 3/9 ・ 3/16

（後期） ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 金曜日  3/1 ・ 3/8 ・ 3/15 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 木曜日  3/7 ・ 3/14 ・ 3/21

確認テスト

英語

持ち物

数学

料金
（前期・後期それぞれ）

時間・科目 17：10～18：50（100分） 　☆英語　６回　　☆数学　６回　　☆確認テスト１回　　合計１３回

　 3/22（金）に英語・数学の到達度確認テスト+解説授業・カウンセリングを行います。

　①英語専用４線ノート（13段組くらい）

　②英和辞書・和英辞典（ジュニア版）　お持ちいただかなくても大丈夫です。

　①5ｍｍ方眼ノート

¥9,940

英語

英語

数学

数学



☆☆☆ 中学準備講座の特徴 ☆☆☆ 
☆英語は２クラス体制で現在の力量に合わせたスタートラインから！ 

スタンダード 小学校では「体を使って楽しく会話する」ことが中心でしたが、中学では「読む」「聞く」「書

く」「話す」の４技能をバランスよく学習していきます。この講座では英語の基礎である「アルファベット」か

ら無理のないペースで進め、英語を本格的に習ったことがないというお子様でも、基礎の文法を中心に先取り学

習することで、中学に入ってから自信を持ってスタートダッシュを決めることができます。もちろん初めての中

間テストでは 100点を狙いましょう。また、県公立入試で大きなウェイトを占めるリスニングもここから始めま

す。（定期テストでもほぼ全ての中学校でリスニングが出題されます） 

アドバンスト 基礎をすでに学び終えているお子様（英検５級合格程度）を対象に、中１内容の鬼門である「一

般動詞（肯定文・否定文・疑問文）」「三単現のＳ」「命令文・代名詞・現在進行形」の完璧マスターを目指しま

す。この辺りの単元から英語が「好き」で中学に入ったお子様もベクトルが「嫌い」に傾いていきます。なんと

なく解くのではなく、しっかりと理解して基礎を固め、１年生のうちは全て 100点を取れるような「基礎」＋「応

用力」をつけていけるよう指導していきます。もちろんリスニング学習も行います。 
 

☆数学は小学校の「算数」から中学「数学」への架け橋となる授業をレベル別におこないます！ 

・中学数学に楽しく移行できる授業を展開し、数学に対する苦手意識をもたせません。 

・もちろん１学期中間テストの範囲を全面的にカバーします。 

・アドバンストクラスは各単元の深い理解が求められる応用問題や、私立中学の１学期定期テスト対策を含めて

進めていきます。スタンダードクラスは中学入学に向けてしっかりとした基礎固めを行いつつ、１学期定期テ

ストで高得点を狙える様に指導いたします。 
 

☆最終回の授業では本物の１学期中間テスト過去問題を解いていただきます！  

・一足先に中間テストを体感しちゃおう。もちろん解説授業つき！ 

☆一人ひとりの理解度を重視して、ノートの取り方や学習の進め方なども指導します！ 
 

☆2018年度の代表的な中１英語・数学中間テスト範囲（公立中・私立中）☆ 

中学校 英語 数学 

私立中学校 
リスニング・アルファベット・単語・Ｉ ａｍ～の文 

Ａｒｅ you～.の文・ＴｈｉｓとＴｈａｔ・ＨｅとＳｈｅ      など 

小学校の復習 ・ 正負の数（四則混合計算） 

正負の数の文章題 ・ 文字式の表し方 

公立中学校 
リスニング・アルファベット・身の回りの英語  

Ｉ ａｍ～.の文・You are～.の文・Ａｒｅ you～.の文 など 

小学校の復習・正負の数（数直線・不等号・絶対値） 

正負の数の加法・減法・乗法・除法          など 

 
教科書改訂・新指導要領により出題範囲が増加し、授業のスピードも速くなっていますので、早めの準備が何より重
要です。 

☆中学準備講座 日程・内容☆ 

 

 

テストによく出る英単語 アルファベット・ローマ字 正負の数の意味 正負の数の意味

前 （名詞・形容詞・動詞） 英語の書き方・ノートづくりのコツ 数の大小・絶対値 数の大小・絶対値

期 Ｂｅ動詞 テストによく出る英単語 正負の数の加法と減法① 正負の数の加法と減法①

肯定文・否定文・疑問文を徹底演習 覚え方、練習の仕方までバッチリ！ 正負の数の加法と減法② 正負の数の加法と減法②

Be動詞と一般動詞の違いを解説 単語テスト（前回の復習） 正負の数の乗法と除法① 正負の数の乗法と除法①

三単現のＳとは？ I am～./You are～. 正負の数の乗法と除法② 正負の数の乗法と除法②

This[That]is～./He[She]is～. 累乗と指数 累乗と指数

後 中１の山場！疑問文・否定文を徹底演習 正負の数の四則計算 正負の数の四則計算

期 一般動詞の疑問文 前回までの内容復習テスト

疑問詞（５Ｗ１Ｈ）を使った疑問文 テストによく出る一般動詞をマスター！

現在進行形の形と意味、命令文 一般動詞を含む文 文字式の考え方と表し方 文字式の考え方と表し方

代名詞の目的格・所有格・所有代名詞 つまずきやすいＢｅ動詞と一般動詞のちがいを解説 式の値 式の値

3/22
（金）

スタンダード　　木曜日

17：10-18：50

一般動詞の肯定文・否定文

到達度確認テスト　英語・数学（１学期中間過去問テスト）
解説+カウンセリング

3/14

3/21

正負の数の利用正負の数の利用

アドバンスト　　水曜日

17：10-18：50

スタンダード　　金曜日

17：10-18：50

アドバンスト　　土曜日

17：10-18：50

3/16

3/9

3/2

2/23

2/16

2/9

3/13

3/20

2/8

2/15

2/22

3/1

3/8

3/15

英語 数学

2/13

2/20

2/27

3/6

2/14

2/21

2/28

3/7



フリガナ 生年月日

（〒　　　　　-　　　　　　)

電話番号
緊急

連絡先

フリガナ

部活動
（予定）

ご要望

算数 国語 理科 社会

第一志望校 第二志望校 第三志望校

※ここから下は記入しないでください。

・前期 ・後期

受付日

受付者

職業

申込期間

　中学準備講座料金　　　　　　　　　　　　　　円（　　　　　　　　　　　　　　）

年　　　　　月　　　　　日

進学塾ＰＬＡＳ　中学準備講座申込書 　平成　　　　　年　　　　月　　　　日

★入退室管理メールサービス（お子様の当塾への入室・退室をメールでお知らせします）★

・希望する→メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・希望しない

進学
中学校名

生徒氏名

　平成　　　　　年　　　　月　　　　日

中学校　１年（　男 ・ 女　）

住所

保護者氏名

資格・特技など

得意科目 苦手科目

通知表成績
（最近のもの） （　　　　　　年　　　　学期）

他塾経験 ・あり（　　　　　　　　　　）　・なし

当塾を何でお知りになりましたか

　・ＨＰ　・看板　・紹介（　　　　　　　さん）　・その他（　　　　　　　　）
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