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※原則、この期間の中でお申込みの講座を設定いたします。設定可能時間枠は、 別紙「冬期講習スケジュール」をご参照ください。

1 ICE冬期講習の目的

冬 期 講 習

「受験対応完成＋基礎力充実」で、メイク・ミラクルの冬!

　受験生にとっては受験直前ですが、受験生でなくとも現学年の終盤である冬休みに、1人ひとりの目的
に合わせた、算数／数学・英語・国語の実力強化をいたします。
　期間の短い冬休みは、あれもこれもと欲張らずに、「１テーマ完結で自信をつける」機会を提供します。
具体的には…

①受験生（小学校6年生〔含・内進入試〕、中学校3年生、高校3年生・浪人生）
　差をつけられないための基礎再確認⇒応用力養成（冬休みがラスト・チャンス！）
②私立一貫校生（小学生、中学生、高校生／学年を問いません）
　12月までの復習⇒学年末テスト対策（予習）（「学年末テスト対策は冬休みから」が理想です！）

2 ＩＣＥ冬期講習の特徴

私立完全対応！1人ひとりのニーズに応える講座群！

私立生の学びはバリエーションが豊富で、一般の集団塾・個別塾では対応できないのが現実です。
どこで勉強したらいいのか迷っているなら、この冬、ICEに来てみよう！
キミに必要な講座が、きっとあるはず！

①私立生の学びに完全対応！
　ニュートレジャー／体系数学や英検対策、AO入試対策まで、君の学びに完全対応。

②どんなレベルにも完全対応！
　基礎徹底の補習から、東大・医学部入試対策まで対応できる個別指導はICEだけ。

2 0 1 7 年  冬 期 講 習 期 間

講座の内容が選べます！

講座のレベルが選べます！

2017年12月25日（月）～12月29日（金）
2018年1月4日（木）～1月7日（日）
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英検対策講座
4
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3 ICE冬期講習・開講講座のご紹介

算数・国語

1～4年生は、現学年の復習メインで新学年に備えます。
余裕のある人は、新学年の予習に挑戦！教師1名に生徒4名まで、きめ細かく指導します。

5・6年生は、目標・習熟度に応じた指導になります。
現学年の復習から内進入試対策・中学の先取りまで、ニーズに応じた指導が受けられます。

低・中学年＝学びの基礎作り　高学年＝目標に応じた学び

1

私立小学校の生徒さんの、各学校の指導内容に沿った算数・国語対策の講座です。
個々の学力差が目立ち始める高学年。冬期講習は、現学年の苦手分野に取り組み、腰を据えて発展学習をする絶好の
チャンスです。お子さまに最適な学習プログロムに沿って学習することで、内進入試対策も、冬からスタート！

小学5・6年私立小専用個別カリキュラムコース

(a)スタンダード・コース：現学年の復習・基礎徹底に比重を置いたコースです。
(b)ハイレベル・コース　：新学年の予習・発展学習に比重を置いたコースです。
内部進学入試がある学校に通われている生徒さんの入試対策も可能です。
講習用教材またはお手持ちの教材を用います。（算数／国語 各教科120分×3コマ）

コース内容 ニーズに応じて、お好きなコースをお選びいただけます。

2 各120分×3コマ算 数
国 語

私立小学校の生徒さんの、各学校の指導内容に沿った算数・国語対策の講座です。
冬期講習前に、各小学校に精通している教師が２学期の学習状況をうかがい、お子さまに最適な学習プログロムをご
提示します。的確な学習指導で、点数向上を目指します。
冬期講習は現学年の苦手なところを克服し、自分の力として定着させる絶好の機会です。それに加えて、新学年で学
ぶ内容の先取り学習をして、良いスタートを切りましょう。

小学1～4年私立小専用個別カリキュラムコース1

ーⅠ

小学生対象講座❶

120分×3コマ算 数 国 語+
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桐蔭学園での学習内容に合わせた、算数・国語対策の講座です。
毎年、冬休み後には「冬期課題確認テスト」が実施されます。4年生のテスト結果は5年生からスタートするレッス
ンクラスの査定基準になることもあります。時間に余裕のある低学年のうちに、現学年の復習＋新学年の予習を
済ませて、来年度の学習に備えましょう。「冬期課題確認テスト」と合わせて、来年度に向けても桐蔭学園の学習内
容に通じた教師が、やさしく＋しっかりフォローします。

小学1～4年桐蔭学園コース4 120分×3コマ

算数＋国語120分×3コマ、講習用教材またはお手持ちの教材を用います。

算 数 国 語+

桐蔭学園小学部5・6年生限定の、今年度の総復習に特化したコースです。 
5年生は中等進学の査定に関わる「後期期末考査」に向けて、6年生は内部進学先を決める中で大きなウェイトを
占める「総合学力検査」に向けて、後悔が残らぬよう最善を尽くす冬にしましょう。桐蔭学園のテスト・採点の傾向
を踏まえたベテラン教師が、個々の弱点対策に加え、点数に結びつきやすい解答の作り方を教えます。
算数／国語／英語  各教科120分×3コマ。レッスン分けテストの過去問題などを素材とした講習用教材を用意いたします。

小学5・6年桐蔭学園　学年末総復習対策コース5 各120分×3コマ算 数 国 語 英 語

テストで問われやすい単元にも関わらず、弱点となっている分野はありませんか。それを克服しておくには、この
冬がラストチャンスです。単元を絞った集中学習により、既習内容をマスターするための講座です。

小学5・6年桐蔭学園　単元別弱点克服講座6 2日間限定・各教科120分×2コマ

開催日： 12/28（木）・12/29（金）
開催時間： ① 9：00～11：00　②11：00～13：00 　③13：30～15：30　④15：30～17：30
開催教室： 青葉台・たまプラーザ
定　　員： 各６名

※レッスン分けテストの過去問題などを素材とした講習用教材を用意いたします。
※その他の教室での受講についてはお問い合わせください。

私立一貫校にお通いの小学生の生徒さんで、①中学校の内容の先取りをしたい ②大学入試につながる勉強を早く
始めたい、という人のための講座です。私立中学の情報に通じ、大学入試指導にも通じた教師の直接指導の下で、無
理のない先取りとハイレベルな実力養成が可能となります。東大・医学部が目標のみなさん、教室で待ってるよ！

(a)東大への算数：「ハイレベル問題を用いた復習」または「特殊算・図形の基礎」
(b)東大への国語：中学入試レベルの文章を素材とした文章読解の基礎
この講座は、中学受験向けの補習用講座としてもご利用いただけます。各自の習熟度に応じた教材をご用意いたします。

小学4～6年東大への算数・国語コース

コース内容 このコースは、各教科120分×4コマとなります。

3 各120分×4コマ算 数
国 語

《算数》 『これで完璧！計算特訓講座』
　　　 『こわくない立体図形・平面図形』
《国語》 文法・知識講座『品詞の徹底理解』
《科学》 『5年生　科学４分野総まとめ』
《社会》 『5年生　地理総まとめ』

高学年の折り返し地点です。不明点をそのままにするのと、自分の
力にするのとでは、残り一年間の過ごし方が全然違います。最高学
年となり、忙しくなっていく中でゆっくり復習する時間はとれま
せん。5年生のうちに、実力を養成しておきましょう。

a） 5年生対象講座 （青葉台・たまプラーザ）

内容
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冬期講習で鍛えた力を総チェック。過去問・模擬問題で総仕上げを図ります。

総合学力検査直前対策の申込受付は、
11月下旬に別途ご案内予定です。

冬期講習を終え、新学期まで４ヶ月。現学年までの既習事項はどのくらい活用できるでしょうか。本模試では、普段認
識しにくい年間の既習内容の理解度把握をすることが目的です。このことにより、新学年の学習方針だけでなく、大
学入試まで見据えた学習プロセスを見直すきっかけづくりとしていただければ幸いです。

小学6年桐蔭学園　総合学力検査直前対策7

小学4・5年実力総合模試8

《日　　程》 2018年1月７日（日）
《会　　場》 ICE私立専門塾 たまプラーザ教室（予定）
《開設講座》 算数／国語／英語／科学／社会
《指導時間》 1コマ＝90分
《定　　員》 各クラス12名（２クラス設置）
《受 講 料（税抜）》 内部生：5,000円 ・ 外部生6,000円

《科　目》 2科目（国語・算数）・各40分
《日　程》 2018年1月8日（月・祝）
《会　場》 ICE私立専門塾 たまプラーザ教室
《時　間》 ①10:00～11:30／②12:30～14:00／③14:30～16:00より選択
《定　員》 各時間帯10名
《料　金》 内部生・外部生とも3,000円（税抜）

模試受験後、教室で採点を実施し、結果を踏まえて学習相談をいたします。

差がつきやすい単元を頻出順にマスターすることを目的とした
「特訓」授業を行います。例年この講座の受講生から多くの中等・理
数合格者が出ています。
また、科学・社会も講座を設置しました。総合学力検査の得点源と
なる知識を固めておきたい人は、冬期講習で「体系的に」科学・社会
の重要事項をしっかり覚えましょう。

《算数》『徹底演習　一行問題』
《国語》文法・知識講座『短期集中 口語文法の徹底演習』
《英語》『マスターcan・現在進行形』
《科学》『6年の科学　徹底講座』
《社会》『マスター日本史～基礎から実践まで～』

内容

b） 6年生対象講座 （たまプラーザ）
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私立小学校編入試験当日、お子さまは大変緊張をされます。緊張から、試験が思うようにできなかったということも
多々あります。しかし、そのような緊張感は、場慣れすることで回避することができます。
ICEでは、私立小学校編入試験をされるお子さまを対象に、模擬試験を実施しております。試験会場の雰囲気に慣れ
るだけではなく、模擬試験を受けることで弱点をいち早く発見し、お子さまが自信と余裕を持って編入試験に臨ま
れ、合格されることを目指します。

私立小学校編入模擬試験1

模擬試験日程

小学1～4年

《実施日時・教室》 2017年12月3日（日）9：00～　自由が丘教室
聖心セカンドステージ　　　　　国語・算数・作文・行動観察・礼法
成蹊小学校国際学級・普通学級　 国語・算数・運動・行動観察・礼法
私立小学校　　　　　　　　　　国語・算数（作文・行動観察・礼法：要相談）

ハイレベルな編入試験の算数・国語・作文対策に特化したコースです。
編入試験における算数・国語は、90点以上のトップレベル答案が要求されます。そのため、既習学年の学習内容を完
全に理解した上で、より発展的な内容もおさえておくと安心です。
また、印象に残る作文は、語彙力や表現力が求められます。丁寧な指導で作文の力を確実に伸ばしましょう。
時間に余裕がある冬休みに、ICEで総復習をして、レベルアップを図りましょう！

-A) 私立小学校編入コース2

自由が丘・青葉台・新百合ヶ丘・横浜・吉祥寺・大森で開講※
ベテラン教師による、各学校の入試傾向に即した指導が受けられます。
算数／国語／作文　各科目120分×3コマ、講習用教材を用います。
※受講教科及び教室：事前にご相談ください。

コース内容

小学1～5年各120分×3コマ算 数 国 語 作 文

小学生対象講座（私立小学校編入対策）

私立小学校では、欠員が出たときのみ若干名の編入募集をします。編入を希望される生徒さんの数は大変多いため、ハ
イレベル＋狭き門となります。したがって、募集枠が各校から公開されてからの準備では、当然間に合いません。
以上のような編入募集の現状を踏まえ、ICEでは、①筆記試験を突破するための学力指導（算数・国語・作文） ②本番を模
した編入面接指導（両親・親子） ③各校別対策指導（行動観察、礼法の実施など）を、懇切丁寧に行います。

編入対策はＩＣＥ！　難関突破をプロの指導で勝ち取る！

1 ーⅡ

12 月3日（日）模擬試験【診断】
12月25日（月）～冬期講習【弱点対策】
1月7日（日）聖心セカンド編入直前対策
1月13日（土）本番入試
２月11日（日・祝）成蹊小学校国際学級編入直前対策
２月２４日（土）本番入試

聖心セカンド・成蹊国際学級 対策講座・入試スケジュール
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90分×１コマ

各120分×3コマ

1回60分

ご志望の私立小学校の編入面接試験を模擬練習するためのコースです。
編入試験では、生徒さんやご両親の人となりを見る面接の占めるウェイトも高く、その対策は付け焼刃では間に合い
ません。お子さまに関する質問以外にも、予想していない質問をされた時の対応方法等、過去に在籍いただいた受講
者の実体験をもとに、ICEでは適切な指導を行います。
「何を聞かれても大丈夫！」と言えるだけの準備をする為に、謙虚に、冷静に、面接の対策を練っていくことが必須で
す。この冬、「不安な面接」を「必ず受かる面接」に！

編入模擬面接コース3

両親面接・親子面接など、いかなる面接のパターンにも「完全対応」！
60分×1回の完全予約制。 回数・実施教室は、事前にご相談ください。

コース内容

小学1～5年 / 両親・親子 

聖心女子学院セカンドステージ編入試験の作文対策に特化したコースです。
聖心女子学院では日頃の学習の中で、資料を分析・予測し、結論を自分の中で導き出す指導がなされています。その聖
心女子学院の作文試験に対応すべく、日常の様々な出来事や変化をとらえ、表現力豊かに、誰よりも光る文章を書く
ことを目指します。

聖心女子学院セカンド作文対策コース4

完全プライベート1：1での指導です。
高いレベルを要求される聖心セカンド作文に特化し過去の出題から対策します。
回数・教室は事前にご相談ください。

コース内容

小学4年

90分×1コマ（作文指導と講評を含みます。）

プライベートコースです。

聖心女子学院セカンドステージ編入試験における算数・国語対策を行います。
今までの勉強を総復習し、どのような問題が出されてもよいように万全の準備をいたします。このコースで、苦手な
個所を克服しましょう。１月の試験に向けてラストスパートです！

-B) 聖心女子学院セカンド対策コース2

ICE自由が丘教室で開講。  算数／国語　各教科120分×３コマ
セミプライベートで行う総復習及び強化を目標にしたコースです。

コース内容

小学4年各120分×3コマ算 数
国 語

-C) 成蹊小学校・国際学級編入対策コース2

ICE吉祥寺教室・ICE自由が丘で開講。
算数／国語　各教科120分×3コマ

コース内容

小学3・4年各120分×3コマ算 数
国 語

海外での様々な経験を活かし、小学4年生から成蹊小学校の仲間に加わるチャンスです。国際学級と標榜されている
ように、求められるお子さま像も一般の私立小学校とは異なります。毎年、合格をいただいているICEならではの、ぶ
れない対策をいたします。
また、新５年生にも若干名の募集が出ましたので、現小学
４年生向けの対策も行います。編入試験は国際学級と同日
実施が予定されております。
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文法学習中心に、中学英語の先取りを希望する高学年向けのコースです。
ニュー・トレジャーやプログレス２１を使用する中学に進まれる生徒さんで、小学生のうちから中学英語の先取りを
希望する人が増えています。中学英語の先取りなら、ICEにお任せ下さい。進学先の中学での学びに合わせた内容で、
英語の基礎を確実にマスター。ゼロからスタートも大歓迎！　ICEで目指せ、英語優等生！

英語入門コース〔トレジャー/プログレス/スタンダード〕2 小学5年

ニーズに応じて、お好きなコースをお選びいただけます。

にそれぞれ進学される生徒さんに最適のコースです。どのコースでも、使用テキストの特性に応じて、講習用教材またはお手持ち
の教材にて、英語の基礎をやさしく教えます。いずれも、原則120分×3コマ となります。
（120分×4コマでの指導も可能ですが、その場合は中学3年生 グループゼミ料金となります。予めご了承ください。）

(a)トレジャー英語入門コース　： ニュー・トレジャーを使用する中学校
(b)プログレス英語入門コース　： プログレス21を使用する中学校
(c)スタンダード英語入門コース： (a)(b)以外の教科書を使用する中学校

※小学6年生の方には、「中学入学準備講座」（次項目参照）がございます。

120分×3コマ

講座内容

私立一貫校に進学される新中学1年生（現小学6年生）を対象とした、中学英語・数学の先取り講座です。優秀な生徒獲
得のために進学実績を競い合う中、私立一貫校の英語・数学の進度は年を追うごとに早くなっています。でも、焦りは
禁物！中学入学前の今の時期は、「ハイスピードで多くの単元に触れて『わかったつもり』になる」よりも、「基礎・基本
を磐石にし、中学英語・数学に向かう態勢作りをする」方が大切です。
中学英語・数学にじっくり取り組みたい生徒さんに、この講座はお勧め！①中学で習う最初の単元（「be動詞」「正負
の数」など）を素材に英語・数学の基礎をがっちり教え　②「ノート作り」など中学式英語・数学の学習法を伝授し　③
英語・数学でも用いる小学校の知識内容（国文法の基礎・計算の規則）を再確認するこの講座は、数多くの英語・数学優
等生を生み出しています！　

中学入学準備講座（英語・数学）1 ーⅣ

小学生対象講座（英語）1 ーⅢ

「文法はまだ早いけど、身につく英語を習いたい」という低・中学年向けのコースです。
このコースでは、フォニックスを取り入れた内容で、日本人が苦手とする正しい発音と読み方、リスニング力を「やさ
しく＋楽しく＋しっかり」身につけ、高学年での英語学習につながる勉強をいたします。

エンジョイ・イングリッシュコース1 小学1～4年

テキスト・カードなどを用いて、「聞く」「話す」だけではなく、「読む」ことも指導したします。英単語を見て読
める、理解できることにより、英検を視野に入れた学習をいたします。
90分×2コマ、使用教材はこちらで用意いたします。

90分×2コマ

講座内容
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(a)ベーシック・コース　：中学英語・数学を初めて学習する人向けのコースです。
(b)スタンダード・コース：中学英語・数学をある程度学んだ人向けのコースです。
いずれも120分×4コマ。原則、講習用教材を用います。

コース内容 習熟度・目的に応じて、コースをお選びいただけます（1～3共通）。

中高一貫数学教科書のシェア№1＝体系数学入門対策に特化したコースです。体系数学を実際に用いて、正負の数か
らしっかり指導。章末問題・傍用問題集の使い方も教えます。
検定教科書ベースのスタンダード英語・数学入門コース、一貫校向け数学教材ベースのハイレベル数学コースもござ
います。詳しくはお問い合わせください。

体系数学入門コース3 120分×4コマ 小学6年

中高生対象講座❷

中学英語の苦手分野の克服に特化したコースです。
早く克服したいんだけど、なかなか手が付けられない苦手分野。でも、それらの分野は実は１人では勉強しづらい分
野でもあるのです。苦手分野の克服は英語指導のプロ集団・ICEにお任せください。分野限定の分かりやすい教材＋
プロ教師の的確な指導で、この冬、あなたの苦手を解決します！

● 中学英語・この冬限定の４分野 ●
①時制のまとめ・助動詞　②受動態・現在完了　③不定詞・動名詞　④分詞・関係代名詞

入試や学年末を目前とする冬休みに、１テーマ完結の指導をいたします。各科目とも、基礎固めを踏まえた知識整理や
演習を行います。演習中心形式で実践力養成を意識した指導を行うのも、この時期ならではの特徴です。
また、中学生対象に、「2コマで1分野・完全理解！」を目的とした、「中学英数ピンポイント講座」をこの冬も開講いたし
ます。忙しい冬に、時間・分野限定で指導を受けたい人、ICEのプロの指導を手軽に体験したい人にはお勧めです。

中学1～3年ピンポイント英語講座1 120分×2コマ

中学英・数ピンポイント講座２ ーⅠ

一貫校向け英語テキストの老舗＝プログレス２１入門対策専用のコースです。教室ではプログレスを用いて、独特の
プログレス英語およびその教材活用法を基礎から教えます。

プログレス英語入門コース2 120分×4コマ 小学6年

私立一貫校向け英語テキストのデファクト・スタンダード=ニュー・トレジャー入門対策専用のコースです。
ニュー・トレジャーを用いて文法を初歩から指導。分量の多い副教材活用法も教えます。

小学6年トレジャー英語入門コース1 120分×4コマ
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克服したい分野を自由にお選びいただけます（英語・数学共通）。
いずれも120分×２コマ。講習用教材を用います。

コース内容 習熟度・目的に応じて、コースをお選びいただけます（1・2共通）。

中学数学の苦手分野の克服に特化したコースです。
数学の苦手分野は、なかなか１人では勉強できません。また、数学は嫌いじゃないのに、特定の分野だけが苦手という
人も少なくありません。そんなあなたにこの冬お勧めなのが、ICEのピンポイント指導。分野のツボを押さえたプロ
講師が２コマ完結で、ボクの苦手、ワタシの苦手、克服します。この冬、「確かにわかる」実感をあなたにプレゼント！

● 中学数学・この冬限定の3分野 ●
①1次・連立方程式　　②比例・反比例・１次関数　　③合同と証明　

中学1～3年ピンポイント数学講座2 120分×2コマ

私立一貫校向け英語テキストとして不動の地位を誇る、ニュー・トレジャー対策に特化したコースです。
体系的・ハイレベルな文法解説、豊富な単語数、アップデートされた英文で人気を誇るニュー・トレジャー。しかし、そ
れらの利点はそのまま勉強のしにくさにもつながります。でも、トレジャー指導の草分け＝ICEなら大丈夫！独自の
副教材で膨大の単語を整理、「文法問題集」を使って文法の総まとめなど、ニュー・トレジャーを見事に料理します！

中学1年～高校3年トレジャー英語コース1 120分×4コマ

一貫校向け英語テキストの老舗＝プログレス２１対策に特化したコースです。
独自の文法事項の配列、英米の文化を反映した重厚な内容の英文で、未だに高いシェアを誇るプログレス21。しか
し、その独自性はとっつきにくさに通じます。この教科書になじめていない諸君、ぜひともICEの門を叩いてくださ
い。オリジナルの単語帳や文法教材など、プログレス指導老舗のICEが、必ずや皆さんの救世主になります！

プログレス英語コース2

中高生 英語講座２ ーⅡ

中学1年～高校3年120分×4コマ

　ハイレベル・テキストの草分けとして不動の地位を誇る。Book3までの構成で高校英文法のほぼ全範囲が終了。Book1
から構文把握力・読解力を鍛える内容になっている。また、長文の内容（道徳・倫理など）が示唆に富むものが多いなどの
理由で、未だに高いシェアを誇る。その反面、細切れの文法解説のために理解が進まないという人も…
　難しく分量の多い単語の整理は、ICE独自の教材で要領よく済ませます。文法の復習は塾用教材も併用して体系的にま
とめるので、「細切れで訳わからない」状態から脱出！固めの長文もプログレスに熟達した教師の指導でバッチリ理解。
教科書に沿った書き方でないと×にされる作文も、指導歴の長い教師が「プログレス流の正解」を叩き込みます。プログ
レス対策の老舗＝ICEで目指せ、＋10点！

“PRORESS IN ENGLISH 21”とは？ICEコラム　2
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検定教科書などを用いている私立生の英語対策のためのコースです。
ハイレベル教科書を使っていなくても、中2までに中学内容が終わる・ハイレベルな副教材を課されるなど、一貫校
の英語学習は密度が高いです。そんな英語で苦労している君、ICEに賭けてみないか？文法・読解・作文のツボを心得
たプロ教師が、君の弱点を1つ1つ解決していきます。この冬、ICEで「嫌いな英語」を「好きな英語」に！

スタンダード英語コース3 中学1年～高校3年120分×4コマ

桐蔭学園の英語対策に特化したコース、中学・高校・中等全てのコースに対応します。質量共に年々グレード・アップ
しつつある桐蔭学園の英語。「数学だけでも大変なのに、英語にまで手が回らない」という人も多いはず。そんなあな
たを、ICEが手助けします。ニュー・トレジャー/クラウン対策はもちろん、冬期研修課題＋塾用教材で既習分野の総
復習、日頃は手につかない長文読解演習など、桐蔭を熟知したベテラン教師の下で目指せ、実力up！

桐蔭学園・英語コース4 中学1年～高校3年120分×4コマ

いずれも 120分×4コマ。原則、お手持ちの教材を用います。

コース内容 習熟度・目的に応じて、コースをお選びいただけます（1～4共通）。

中高生 数学講座２ ーⅢ

中高一貫数学教科書のデファクト・スタンダード＝体系数学対策に特化したコースです。
理解度＋スピードをアップさせるために、関連項目を一気に扱うのがこの教科書の特徴。しかし、それ故に、密度の濃
さ・スピードの速さに悩む生徒さんも多いはず。そんなときは、体系数学指導の嚆矢＝ICEを頼ってください。教科
書・問題集の特徴を捉え、各校の指導・試験情報に通じた教師が、分かりやすく、楽しく教えます。

中学1年～高校3年体系数学コース1 120分×4コマ

中高一貫教科書を使用or中2までに中学数学が終了する学校を対象としたコースです。
大学入試でのアドバンテージを取るべく、数学がハイピッチで進む学校が増えています。しかし、そのために数学が
嫌い・苦手になっている生徒さんが増えているのもまた現実。そうなったら、またはそうなる前に、ICEでプロの指導
を受けてみませんか？ツボを心得たレクチャー＋程よいエクササイズで、この冬、「数が苦」を「数楽」にしよう！

中学1年～高校3年ハイレベル数学コース2 120分×4コマ

早さよりも深さ重視の進度の学校の数学対策のためのコースです。
女子校中心に、速さを焦らずにじっくり数学を学ぶ学校もあります。だからと言って、そこでの学びが たやすいわけ
ではないのも事実。時に教科書を超えた深い内容で、悩む生徒さんも多いはず。そんな時は、ICEのプロ教師に教わっ
てみよう！苦手分野や難しい宿題も、プロの技であっさり説明＋しっかり理解！数学・充実の冬をぜひICEで！

中学1年～高校3年スタンダード数学コース3 120分×4コマ
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桐蔭学園の数学対策に特化したコース、中学・高校・中等全てのコースに対応します。
数学の進度の早さとレベルの高さでは全国屈指といっても過言ではない桐蔭学園。それだけに、得意な人でも数学で
苦労している人は少なくないはず。そんなあなたの強い味方がICEのプロ教師です！桐蔭の数学に通じた教師がβ
クラス脱出を手伝い、入試問題を徹底研究した講師が、α１クラス・キープを可能にします。ICEで頑張れ！桐蔭生！

中学1年～高校3年桐蔭学園・数学コース4 120分×4コマ

いずれも 120分×4コマ。原則、お手持ちの教材を用います。

コース内容 習熟度・目的に応じて、コースをお選びいただけます（1～4共通）。

中高生 国語講座２ ーⅣ

原則、お手持ちの教材を用います。

コース内容 120分×4コマ。

(a)中級コース：中学～高校初級レベルの文章（主に現代文）を素材としたコースです。 
(b)上級コース：高校初級レベル以上の文章（現代文＋古典）を素材としたコースです。
いずれも120分×4コマ。習熟度に応じた教材を用意いたします。

コース内容 習熟度・目的に応じて、コースをお選びいただけます。

文章（現代文・古典）の読解力の強化を目標とするコースです。
文章を読むことが苦手な生徒さんは多いです。しかし、昨今の大学入試国語の傾向は、「長文を素材に要旨を素早く、
正確につかむこと」です。読解力のアップは、大学入試での優位につながります。冬のこの講座は、読解力養成に焦点
を絞り、点数に結びつく文章の読み方＝テクニカル・リーディングの基礎、読解に繋がる古典の基礎知識を伝授しま
す。その気にさせる個性派教師と一緒に、目指せこの冬、読解力up！

読解・表現力コース1

課題などで必要な小論文などのフォローに対応するコースです。
私立校では、長期休暇の課題や系列大学への進学要件として小論文の提出を必要とするところが少なくありません。
しかし、そのような「書く課題」のためのノウハウを専門的に教える場所は皆無に近いため、生徒さんたちは「何を、ど
のように」書いたら良いのか悩んでいるのが現状です。そんなとき、ICEが皆さんの力になります。ＡＯ・推薦入試な
どで実績のある教師が、論文の書き方の基本・書く素材の選び方などを丁寧に教えます。この講座で、何でも相談して
みてください！

アカデミー小論文コース〔内進・補習ver.〕2

中学1年～高校3年120分×4コマ

中学1年～高校3年120分×4コマ
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大学入試を視野に入れて、高校レベルの英文法を早期にマスターするためのコースです。
「英語が苦手」な人の多くは「英文法が苦手」です！英文を読むためのルール＝英文法が理解できていないから、英文
が読めないのです。英語の得点力を上げる「生きた英文法」をマスターするのが、この講座の目的です。この冬は「確実
な理解」を優先し、扱う項目を1テーマに限定して、苦手項目を完全征服します。「確かに超えた」実感をプレゼント！

「大学入試の対策だから、応用論点を中心に難しい勉強をしなければ…」誰もが一度はそう思うのですが、それがそも
そもの間違い！近年の大学入試の問題は、教科書レベルの基本をベースに、それを如何に用いるかを問うているのが
大半です。であれば、勝負の決め手は「教科書レベルの基礎知識の習熟度と、それを問題解決に用いる力」です。まずは
この冬、各科目の受験対策のプロが揃うICEで、盤石な基礎を踏まえた応用力をget！プロ教師の指導で、この冬、合
格への貴重な一歩をICEで！

この冬、1ランクup！基礎力充実＋応用力強化。

大学入試対策講座❸

英文法速習コース1 中学３年～高校2年

大学入試レベルの英文解釈の方法論を学び、その演習をするためのコースです。
受験のための英文解釈の勉強でも、「英語の勉強」であることに変わりはありません。「英語の基本＝英文法」をベース
に、ポイントを押さえながら豊富に演習を積むことで、英文解釈の力は必ず伸びます！この講座では、英文法ベース
の英文解釈のノウハウを教えます！この冬は１テーマ分の文法・構文知識を整理することで英文解釈の基礎を固め
ます。

英文解釈コース2 中学３年～高校3年

大学入試レベルの長文読解の方法論を学び、その演習をするためのコースです。
「文法に穴はないのに、長文は苦手」「短文解釈はできるのに、長文だと読めない」という人は少なくありません。そん
なあなたに必要なのは、「英文の要点を把握するコツ」を身に着けること。この講座では実力相応の長文演習で、「長文
を読む」コツを教えます。易しめセンターレベルから慶應（文）レベルの超長文まで、あなたのニーズに完全対応！

英文読解コース3 中学３年～高校3年

(a)スタンダード・コース：センター140レベルまで、受験の基礎固めのコースです。
(b)ハイレベル・コース　：センター160以上目標、本格的な受験対策のコースです。
いずれも120分×4コマ。各自のレベルに合った教材を使用します。

コース内容 習熟度・目標に応じて、コースをお選びいただけます（1～3共通）。

120分×4コマ

120分×4コマ

120分×4コマ

大学入試 英語講座3 ーⅠ
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センター試験に代表される、マーク式の数学入試に対応するためのコースです。
各科目60分一本勝負のセンター数学は、決して易しい試験ではありません。各単元の内容の徹底理解と、それを元に
した「より速い」問題処理能力が必要となります。この冬はセンター過去問を素材に、センター数学のお作法（図やグ
ラフなどの書き方、頻出論点の処理方法など）の習得に全力投球！プラス20点がこの冬の目標です。

センター試験数学コース1 中学３年～高校3年

(a)スタンダード・コース：センター140レベルまで、受験の基礎固めのコースです。
(b)ハイレベル・コース　：センター160以上目標、本格的な受験対策のコースです。
いずれも120分×4コマ。各自のレベルに合った教材を使用します。

コース内容 習熟度・目標に応じて、コースをお選びいただけます（1～3共通）。

120分×4コマ

数学ⅠＡ・数学ⅡＢ中心の数学入試に対応するためのコースです。
微積・数列・ベクトル・確率など、頻出論点が分かりやすい文系数学。それだけにその分野についてはほぼ完璧な理解
が要求されます。時間に余裕のある冬のうちに、その中の1つでも多くをモノにしておきましょう。実力相応の入試
問題を素材に、「使える知識」の総整理、得点につながりやすい答案作りのノウハウなどを教えます。

2次・私大文系数学コース2 中学３年～高校3年120分×4コマ

数学Ⅲまでが範囲になる数学入試に対応するためのコースです。
極限・微積分を中心に、分野融合問題が目白押しの理系数学。でも、数学Ⅲの基礎知識があやふやなうちに焦って難問
に取り組み、自滅している受験生も多いのが現実。そこでこの講座では、各自に必要な数学Ⅲの手法を再確認します。
入試問題を素材とした演習と振り返りで、「苦手な数Ⅲ」をポイント・ゲッターに仕立て上げます。

2次・私大理系数学コース3 中学３年～高校3年120分×4コマ

大学入試 数学講座3 ーⅡ
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大学入試の国語対策に、広く対応するためのコースです。
近年の大学入試は、長文を読ませて、それを元に解答を書かせる形式が主流です。このような、「読ませる＋書かせる」
入試には読解・記述のプロによる個別指導が一番。1人の教師が「受験国語の全分野＝現代文・古文・漢文」に対応する
ので、短時間で高能率の対策指導が可能です。冬休みは「点が取れる記述答案の作り方」のマスターがテーマです。

総合国語コース〔現代文・古文・漢文〕1 中学３年～高校3年

(a)スタンダード・コース：GMARCHレベルまで、受験の基礎固めのコースです。
(b)ハイレベル・コース：東大・早慶上智レベル、本格的な受験対策のコースです。
いずれも120分×4コマ。各自のレベルに合った教材を使用します。

コース内容 習熟度・目標に応じて、コースをお選びいただけます（1～3共通）。

120分×4コマ

慶應義塾大学・国立大学後期の出題に代表される、小論文対策のためのコースです。
　大学入試の小論文対策は、「何を書くか」「どんな知識が必要か」に目が行きがち。でも、それより大切なのは、「いか
に書くか」ということ。小論文指導経験豊富な講師が、大学入試で評価されやすい小論文の書き方を教えます。冬は頻
出過去問を素材に、「『問い』に『答える』」スタイルの答案構成の方法論を伝授します。苦手な人も大歓迎！

アカデミー小論文コース〔大学入試ver.〕2 中学３年～高校3年120分×4コマ

近年人気かつ激戦の、ＡＯ入試・推薦入試対策に特化したコースです。
一部の超難関大学を除けば、意外と挑戦しやすいＡＯ・推薦入試。でも、志願書・面接対策や小論文対策など、独学する
には少々ヘビーな内容が…　そんな時こそ、プロの指導に頼るのが一番！　この講座では、志願書・面接・小論文を同
一のノウハウで、一括指導するので、無駄なく、短時間で対策が可能です。冬は効果的な自己ＰＲのノウハウを伝授！

ＡＯ・推薦入試対策コース3 高校1年・高校2年120分×4コマ

大学入試 国語講座3 ーⅢ

【過去合格実績】早稲田大（政経・国際教養）・学習院大（法）　など
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英検対策講座〔5級～準1級〕 （私立・公立小中高生）

１月実施予定の実用英語検定（5級～準1級）の対策のためのコースです。
グローバル社会の中で、小学生から挑戦できる身近な英語資格＝英検に注目が集まっています。一貫校生であれば、
中学生のうちに2級突破を目標にすると、大学入試対策としても有効です。普段は忙しくて英検対策に充分な時間を
割けない人、この冬休みが絶好のチャンスです！英検対策のプロ＝ICEの指導で、目指せ、英検合格！

大学入試の最近のトレンドとしてTEAPやTOEFL、TOEIC、英検など英語の資格試験で基準
スコアを満たしていれば、一般入試の英語試験が免除されたり、あるいは「準１級取得で一般
の英語試験200点満点中180点に相当」のような点数換算を行うなど、外部試験を積極的に
活用する大学の増加が挙げられます。
スコアは「出願時２年以内」のものが有効とされるケースが多いので、早めに対策を進めて高２
で英検準１級または２級でスコア2200（CSE2.0）以上を取得しておけば、大きなアドバン
テージになります。
英語４技能試験を制する者が入試を制する時代になってきました。英検受験を戦略的に活用し
ライバルに差をつけよう！！

4

英語の資格を使える大学入試が急増中！

【英語外部試験利用入試で英検が使える大学（2017年現在）】
早稲田（文・文化構想）/ 立教（全）/ 青山学院（総合文化政策・地球共生ほか）明治（経営）
学習院（国際社会科学）/ 中央（経済・文・総合政策）/ 法政（国際経済ほか）など多数

120分×６コマで、受験級合格に必要な知識（語彙・文法など）のインプットと過去問題・予想問題の演習
を通じたアウトプットを行います。英検に向けての勉強をこれからスタートする方、自分にとってハードル
の高い級を受験する方はこちらのコースを受講することをおすすめします。

指導内容 ニーズに応じて、以下の２コースからご希望の内容をお選びください。

【実力養成コース】

120分×3コマで、苦手分野の克服や、アウトプット主体の問題演習を行います。合否のカギとなる第１
問の語彙問題に特化した演習や、一人では対策のしにくいライティング問題の添削指導など、ご要望に応
じて授業内容のカスタマイズも可能。過去に受験歴があり、合格まであと一歩の方にはこちらのコースが
おすすめです。

【短期集中コース】

☆ICEでは準会場として、毎年３回（1月、6月、10月）英検を実施しており、多くの方に受験していただいております。



冬期講習のお申し込みについて

申込受付開始：2017年10月30日（月）10：00～

申込書にご希望の講座をご記入の上、下記までFAX送信ください。

【ＦＡＸ：045-507-7092】 

　① ＦＡＸが届きましたら、塾事務局より確認のご連絡を差し上げます。

　② コース、指導形態、教科・日程などを確認、調整させていただきます。

　③ 担当教師との日程調整完了をもって、お申込確定となります。

　④ お申込確定後にご家庭にお届けするコンビニ払込票にて、指定の期日までのご入金をお願いいたします。

　⑤ ＦＡＸ申込の場合、ご受講の初日に、『2017冬期講習申込書』（原本）を担当教師まで必ずご提出ください。

ICE 内部生の皆さま

外部生の皆さま

冬期講習の推奨時間割は、個別にご案内いたします。

申込書の記入内容・押印をご確認の上、 11/17（金）までに担当教師にご提出ください。
冬期講習受講料のお支払いは、1月分（2月分）月謝と合算にて口座振替となります。

① 申込書は【私立小学生・編入用/桐蔭小学生用/中高生用/英検用】の4種類がございます。
　 該当の申込書をご使用ください。

② ご希望のコース・指導形態・教科をお選びの上、○でかこんでください。

③  『2017冬期講習のご案内』巻末の「受講料一覧」をご参照の上、お申込講座の受講料をご記入ください。

④ 受講日程・時間につきましては『冬期講習スケジュール』ホームページで閲覧の上、ご記入ください。
　 （お申込内容を確認後、調整させていただく場合もございます。）

申込書記入方法・受付について

【お問合せ】塾事務局：TEL.045-507-7091 （月～土 10：00～17：00）

※お申込み後のキャンセルは、受講初日の7営業日前の17：00までとなります。
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教室一覧 受付時間 ： 月～土 10：00～17：00

〈自由が丘教室〉
〒152-0035
東京都目黒区自由が丘2-11-8 
キネスビル3F・4F

TEL. 03-6421-4851

正面口

南口

大井
町線

東
横
線

自由が丘
デパート3F受付3F受付

自
由
が
丘
駅

メルサ
パート１メルサ

パート2

東急東急

メルサ
パート2

メルサ
パート１

自由が丘
デパート

東
横
線

池
上
通
り

みずほ銀行
大森支店
みずほ銀行
大森支店

1Fローソン

西友バス
ロータリー

三井住友銀行
大森支店
三井住友銀行
大森支店

西口西口

山王
北口

サンマルクカフェ

1Fローソン

〈大森教室〉
〒143-0023
東京都大田区山王 1-4-6
 パーク山王2F・3F

TEL. 03-3776-0626

サンマルクカフェ

山王
北口

東急東横線・大井町線自由が丘駅正面口より3分 京浜東北線大森駅より3分

〈吉祥寺教室〉
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-14
HN BLDG 7F

TEL. 0422-22-9505TEL. 042-843-0290

〈国立教室〉
〒186-0002
東京都国立市東1-15-12 5F

至立川 至西国分寺

モスバーガー
1F ソフトバンク1F ソフトバンク

5F5F
紀ノ国屋

国立駅前郵便局

スターバックススターバックスたましん
歴史・美術館
たましん
歴史・美術館

りそな銀行三井住友銀行

国立駅
南口

大
学
通
り

JR中央線・国立駅 南口より3分 JR中央線、京王井の頭線吉祥寺駅より５分

〈桜新町教室〉
〒154-0015
東京都世田谷区桜新町1-14-12  
小泉TKビル4F

TEL. 03-5451-7838

〈勝どき教室〉
〒104-0054
東京都中央区勝どき3-5-4
平野ビル3F

TEL. 03-5547-3363
4F

栄光
ビザビ

サザエさん
通り

（3F栄光ゼミナール）

都営地下鉄大江戸線勝どき駅より1分 田園都市線桜新町駅南口より2分

〈たまプラーザ 教室〉
〒225-0002
横浜市青葉区美しが丘2-21-13
美しが丘プラーザビル2Ｆ

TEL. 045-507-7090

〈青葉台教室〉
〒227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-6-2
山下ビル 3F

TEL. 045-982-8955

2F

ファミリー
マート

JA横浜JA 横浜

北口

ローソン

東急
ファミリー
マート

ローソン

東急

2F

たまプラ
ーザ駅

東急

ツルハドラッグツルハドラッグ

イトー
ヨーカドー
イトー
ヨーカドー

りそな銀行りそな銀行

田園都市線青葉台駅より３分 田園都市線たまプラーザ駅北口より3分

〈新百合ヶ丘教室〉
〒215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-2
小田急新百合ヶ丘ビル3F

TEL. 044-955-5554

〈横浜教室〉
〒221-0055
神奈川県横浜市神奈川区大野町1-25 
横浜ポートサイドプレイス4F

TEL. 045-624-9825横
浜
駅

神
奈
川
駅

そごう横浜店そごう横浜店

横浜
ベイクォーター
横浜
ベイクォーター

ポートサイド
公園

首
都
高速

神奈
川1号

横羽線

首
都
高速

神奈
川1号

横羽線

東口東口

エルミロード

イオン
コナミ
スポーツ

りそな銀行

北口

南口
三井住友
銀行

オーパ

バス
ロータリー

新百
合ヶ
丘駅

3F
小田急新百合ヶ丘ビル

りそな銀行

北口

南口
三井住友
銀行

バス
ロータリー

3F
小田急新百合ヶ丘ビル

コナミ
スポーツ

JR・私鉄・地下鉄各線 横浜駅より7分 小田急線新百合ヶ丘駅南口より3分

【冬期講習のお申込み・お問合せはこちら】

TEL.0120-905-613または

《塾事務局》 TEL.045-507-7091   FAX.045-507-7092（月～土 10：00～17：00）  

10月
移転開校


