
2021年スタディーフィールド冬期講習会（一般生用） 

 

“信じられないことは信じることから始まる” 

 

＜小学部のこだわり＞ 

①算数では単元をしぼり徹底指導 

 多くの塾では万遍なく単元を学習します。しかし、それではある単元ができなくても次の単元に入る

ことを意味しています。これではただカリキュラムを消化しているだけです。 

 私たちは算数では単元をしぼり、その単元を深く学習していく形をとります。例えば小 5は割合のみ

を学習します。そうすることで内容理解が深まり、自信も芽生えてきます。 

 偏差値 40 台の生徒が小 6 では偏差値６０を超えるようになるのもこうした授業を徹底して行ってい

るからです。 

②国語は音読、辞書引き学習を強化 

 国語はすべての教科の基本です。国語力がないと算数の文章題の意味も理解できません。そして国語

が苦手という生徒ほど音読ができません。 

 私たちは名文と言われる文章を音読させ、日本語の美しいリズムを学ばせています。また語彙力を増

やすことで作文の力も向上していきます。 

 特に宿題では文章問題を解かせてくることはしません。なぜなら、文章理解もせずただ答えを書いて

いるからです。文章問題では論理的に読む習慣を徹底していきます。それができれば文章題の答えも導

くことができます。 

③ミニテスト不合格の場合は追試を実施  
 スタディーフィールドでは毎回授業内でミニテストを実施します。それに合格できない場合は追試を

行い、できるまで徹底指導します。多くの塾では決まった時間に始まり、決まった時間に終わります。

それでいいのでしょうか。私たちは妥協しません。必ずできるようになったという状態を作っていきま

す。 

 

＜中学部のこだわり＞ 

①ミニテストによる競争意欲喚起 

 スタディーフィールドの講習会は基本的に予習が中心のものとなります。復習はミニテストを行うこ

とでカバーをしています。そのテスト結果は教室内で掲示されます。生徒のみならず保護者様も確認で

きようにしています。 

②テスト結果で座席が決まる 

 通常授業も含めて座席はテストの成績で決まります。授業中にも変更することもあるくらいです。自

分の座席の位置で自分の成績を把握でき、頑張りにつながります。 

③英数重視のカリキュラム 

 英語、数学を徹底していくことが受験で合格の近道と考えています。特にその中でも数学を重視して

います。県立高校の入試問題は数学が一番難しいので、それに対応できる力を中 1 から準備しており、

当塾では数学の平均は県平均の 20点以上を上回っているのです。 

 

   



①スタディーフィールド２０２１冬期講習会 小学部 

■小学部 コース一覧■10月中までにお申込みの場合は割引特典がございます。 

学年 コース名 費用 時間帯 日程 

小 6 
GTZ宇東附中合格特訓 受付終了 10：00-11：35 12/26.27.28.29.1/4.5.6.7 

中学準備総合 22,000円 10：00-11：35 1/4.5.6.7 

小 5 

GTZ宇東附中合格対策 27,500円 10：00-11：35 12/26.27.28.29 

ハイレベル国算 22,000円 17：10-18：45 1/4.5.6.7 

基礎国算 16,500円 17：10-18：45 1/4.5.6.7 

小 4 ハイレベル国算 15,400円 17：10-18：45 12/26.27.28.29 

＜注意事項＞ 

（１）12月の通常授業は 20日（火）で終了し、1月 11日（火）より再開致します。 

（２）小 6GTZ在籍生は 1月 11日以降週 1回木曜日の１７：００－１９：０５のみの授業となり、 

   中学内容の予習を中心に授業を進めます。英語も指導します。 

（３）冬期講習会のみ小 5GTZクラスを希望する生徒はお申し出ください。ただし通常授業でH2在籍

生は所定のテストを受けて合格した場合、受講することができます。 

（４）小 6中学準備総合はH1クラスとH2クラスの合同クラスとなります。 

（５）小 6GTZ生は講習会最終日のテストはありません。 

（６）12月 25日、12月 30日、31日は休校日で教室を使用することができません。 

（７）1月 1日から 3日までは中学生の授業がある関係で、10時～19時まで教室を使用することが 

   できます。 

 

◆テスト日程◆全学年１月９日（日） 

 小 4生 １０：００－１１：２５ 国算 

 小 5生 １０：００－１１：２５ 国算 

 小 6生 １０：００－１１：２５ 国算（小 6GTZ生のテストはございません） 

※当日都合悪い場合はお申し出ください。 

◆振替授業について◆ 

 小学生の講習会振替授業は 1月 8日（土）の１０：００－１２：００で実施いたします。 

◆面談について◆（12月に面談があった方はありません） 

 塾生を対象に 1月 11日以降保護者様対象の面談を実施いたします。面談日程は勝手ながらこちらで 

 決めさせていただきます。都合が悪い場合はお申し出ください。 

 



②スタディーフィールド２０２１冬期講習会 中学部 

■中学部 コース一覧■10月中までにお申込みの場合は割引特典がございます。 

学年 コース名 費用 時間帯 日程 

中 3 

入試必勝講座 5科目 

88,000円 

13：00-17：05 12/26.27.28.29.1/5.6. 

正月特訓 数理社 10：00-18：45 1/1.2.3 

天体公民対策講座 13：00-17：05 1/7.8.9.10 

中 2 
GTZ 宇高宇女特訓 

33,000円 19：00-21：55 
12/22.24.27.1/4.6.8 

B 基礎徹底コース 12/22.24.27.1/4.6.8 

中 1 
GTZ 宇高宇女特訓 

33,000円 19：00-21：55 
12/23.26.28.1/5.7.9 

B 基礎徹底コース 12/23.26.28.1/5.7.9 

※中 3生は 12月 5日と 1月 23日に下野模試を実施いたします。 

※中 1生は 1月 10日（日）には全国学力判定テストを実施致します。 

※中 2生は 1月 11日（火）英数、13日（木）に国理社のテストを行います。通常授業時間内で実施い

たします。 

※中 1・中 2の授業時間は１９：００－１９：２５でテストを実施します。追試は授業終了後となります。初回の授業

時でもテストを実施いたしますので全員 19時からスタートします。 

 

＜中 1・中 2 クラス選抜試験＞GTZ受講希望者の全員が受験してください。ただし、中 2生は 11

月のテスト結果で決定します。（各学校の定期試験、実力テストで学年 10位以内の生徒はテスト

免除で GTZ となります） 

 12月 12日（日） １５：００－１６：３５ 受験科目 英数 

 クラス分け結果は 12月 13日（月）15時以降教室内で発表致します。 

 

◆テスト日程◆※12月 18日（土）は土曜特訓内で塾内模試があります。 

 中 3生 12月 5日（日）下野模試 ９：００－１４：０５（定規・コンパスを忘れないように） 

     12月 21日（火）学力テスト 12月号 １８：００－２２：００（申込者のみ） 

     12月 30日（木）学力テスト 1月号 ９：００－１３：００（申込者のみ） 

     １３：００－１３：４５ 昼食休憩 １３：５０－１７：００ 解きなおし勉強会 

     1月 23日（日）下野模試 ９：００－１４：０５（定規・コンパスを忘れないように） 

 ※下野模試のお申込をされていない生徒で受検を希望される場合は 3,900円（税込）かかります。 

 中 1生 1月 10日（日） 中 1生 １８：２０－２２：００ 

 ※都合がつかない場合はお申し出下さい。 

 中 2生 1月 12日（火） 英数 １９：４５－２２：００ 

     1月 13日（水） 国理社 １９：４５－２２：００ 

 

◆中学生の振替授業◆ 

 中学生の冬期講習会の 12月分の授業の振替は 12月 29 日の 19：00-22：00 の間で実施いたします。 

 そのほかの授業分の振替は個別に対応致します。 

 



③ スタディーフィールド宇都宮東教室 冬期講習会カリキュラム（小中学部） 

■中 3生■入試必勝講座 5科目  

 国語 社会 数学 理科 英語 

第 1講座 説明文 地理全般 関数 化学分野 長文読解 

第 2講座 説明文 地理全般 関数 化学分野 長文読解 

第 3講座 文学的文章 歴史全般 図形 物理分野 長文読解 

第 4講座 文学的文章 歴史全般 図形 物理分野 長文読解 

第 5講座 古典 公民全般 図形 生物分野 英作文 

第 6講座 古典 公民全般 方程式 地学分野 英作文 

 

■中 3生天体公民講座■ 

 学年末対策として天体、公民分野（経済、国際社会）の徹底演習を行います。 

 

■中 3正月特訓■期間 1/1（数理）1/2（数理）1/3（社会）１０：００－１８：４５ 

 テスト＋解説を繰り返していく実践講座です。4 日から始まる私立入試に対応できるようにハイレベ

ルな問題も扱います。正月特訓期間中は 19時をもって教室は閉室致します。ご注意ください。 

 

■中 2■ 

 国語 社会 数学 理科 英語 

第 1講座 説明文 地理全般 図形 地学 比較級 

第 2講座 小説 歴史全般 図形 地学 比較級 

第 3講座  テスト対策 図形 テスト対策 比較級 

第 4講座   確率  受動態 

第 5講座   確率  受動態 

※塾のテキストや学校の教科書（英語）を持参するようにしてください。 

 

■中 1■ 

 国語 社会 数学 理科 英語 

第 1講座 説明文 地理全般 空間図形 地学 過去形 

第 2講座 小説 歴史全般 空間図形 地学 過去形 

第 3講座  テスト対策 空間図形 テスト対策 過去形 

第 4講座   資料の整理  テスト対策 

第 5講座   資料の整理  テスト対策 

※塾のテキストや学校の教科書（英語）を持参するようにしてください。 

 

 

 

 



＜小学生 冬期講習会カリキュラム＞ 

※塾で使用しているテキスト類を必ず持参して下さい。講習会生はプリント対応となります。 

■小 5H2・中学準備講座■ 

 小 5H2 小６総合（中学準備基礎） 

国語 算数 国語 算数 理科 社会 

第 1講座 テスト対策 割合 総合問題 正負の数 植物 地理 

第 2講座 テスト対策 割合 総合問題 正負の数 顕微鏡 歴史 

第 3講座 テスト対策 割合 

第 4講座 テスト対策 テスト対策 

 

■小 5・小 6宇東附中合格コース■ 

小 5・6 

宇東附中 

小 5GTZ 小 6GTZ 

適性Ⅰ 適性Ⅱ 適性Ⅰ 適性Ⅱ 

第 1・第 2講座 規則性 作文 直前対策 直前対策 

第 3・第 4講座 条件整理 模擬面接 直前対策 直前対策 

第 5・第 6講座   直前対策 直前対策 

第 7・第 8講座   直前対策 直前対策 

 

小 6H1 国語 算数 理科 社会 

第 1講座 詩 正負の数 総まとめ 総まとめ 

第 2講座 文法 正負の数 総まとめ 総まとめ 

 

■小４・小 5ハイレベルコース■ 

 小 4H 小 5H1 

国語 算数 国語 算数 

第 1講座 過去問演習 特殊算 過去問演習 割合 

第 2講座 過去問演習 特殊算 過去問演習 割合 

第 3講座 ことばのはたらき 特殊算 過去問演習 割合 

第 4講座 漢字の知識 テスト対策 漢字と熟語 テスト対策 

 

 

＜小学生 プレ冬期講習会＞ 塾生は 9月 23日に実施（第 2回目は 10月 24日実施） 

 11月 23日（火）実施 大演習大会 参加費：無料（プレ講習会参加者は冬期講習会割引） 

 時間帯 １３：００－１６：００  

 対象 小 4生、小 5生、小 6生の塾生以外 

 内容 小 4生 計算が中心（計算が苦手な生徒を対象にしています） 

    小 5生 図形が中心（角度、面積を演習します） 

    小 6生 割合、速さが中心（この単元が苦手な生徒を対象にしています） 


