
例

↓

時間割 講座名 対象学年 受講

2 入試現代文基礎 全学年 ○

↑

時間割 講座名 対象学年 受講 時間割 講座名 対象学年 受講 時間割 講座名 対象学年 受講

1 実力試験に向けて　数Ⅰ・A 全学年 １・２ 受験政治経済 2S・3S １・２ 受験政治経済 2S・3S

2 実力試験対策（英語） 全学年 1 実力試験に向けて　数Ⅰ・A 全学年 2 実力試験対策（英語） 全学年

3 実力試験対策（国語） 1年 2 実力試験対策（英語） 全学年 2 私大・看護対策国語 3年

5 古文中級 1・2年 3 実力試験対策（国語） 2年 3 受験物理特講 3年

3 理科基礎演習 2年 3 受験理科基礎特講 3S

4 共通テスト対策国語 2・3年 4 共通テスト対策国語 2・3年

5 古文中級 1・2年 5 大学入試応用（数Ⅰ・Ａ） 3年

時間割 講座名 対象学年 受講 時間割 講座名 対象学年 受講 時間割 講座名 対象学年 受講

2 熱盛数学Ⅰ・A 1S 1 公務員対策社会科 2年 1 大学入試応用（数Ⅱ・Ｂ） 3年

3 スーパー受験英語 Winter Special 全学年 2 受験物理基礎特講 2・3年 2 受験物理基礎特講 2・3年

3 スーパー受験英語 Winter Special 全学年 2 受験理科基礎特講 3S

3 スーパー受験英語 Winter Special 全学年

時間割 ※特別講習 対象学年 受講

※ 攻略！共通テスト対策地理Ｂ 3S

　
年　　　組　　　番　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1年生 ２年生 ３年生

1年生 ２年生

※特別講習の開講日時は、担当者より後日連絡します。

受講する場合は○をつけてください。

重複しないように、時間割を確認してください。

令和２年度　冬期講習申込用紙【締切１２月１６日(水)】

　冬期講習受講希望者は、右記の例に従って申込用紙を記入し、
上記締切日までに担任の先生に提出してください。

３年生

Ⅱ期講座：1月5日（火）～1月8日(金)

Ⅰ期講座：12月22日（火）～12月25日(金)

　　　　　　　　　　　　敬具

記

１．日程 Ⅰ期：12月22日（火）～12月25日(金)
Ⅱ期：1月5日（火）～1月8日(金)

２．開講予定講座
３．受講料 無料
４．時間割

時限 時限
1 9:00 ～ 10:00 1 9:00 ～ 10:30
2 10:10 ～ 11:10 2 10:40 ～ 12:10
3 11:20 ～ 12:20 昼休み 12:10 ～ 12:40

昼休み 12:20 ～ 12:50 3 12:40 ～ 14:10
4 12:50 ～ 13:50 4 14:20 ～ 15:50
5 14:00 ～ 15:00

５．受講希望者

６．講座概要

科目 担当者 対象

奥村 1年/教科書復習レベル

加藤 2年/教科書復習レベル

橋上 3年/看護・私大

天沼 2・3年/共通テスト

天沼 1・2年/共通テスト・国2次・私大

松田 1・2年/教科書復習レベル

嶋田 3年/共通テスト

英語 熊谷 全学年/教科書復習レベル

地歴公民 平田 2S・3S/共通テスト・国2次・私大

石井 2S/教科書復習・共通テスト・私大

輪嶋 3年/共通テスト・国2次・私大

後藤 3S/共通テスト

科目 担当者 対象

太刀川 3年/共通テスト

横山 1S/教科書復習

英語 小高 全学年/共通テスト・国2次・私大

地歴公民 花光 2年/公務員

輪嶋 2・3年/共通テスト・国2次・私大

後藤 3S年/共通テスト

科目 担当者 対象

地歴公民 小高 3S/共通テスト

以上

国語

共通テスト対策国語 問題演習を通じて、共通テストの現代文対策を行います。

実力試験に向けて　数Ⅰ・A
中学校の復習や数学Ⅰ、数学Aを中心に一緒に勉強しましょう。テキストは実力試験や就職模試に類似し
た問題プリント配布いたしますので、実力試験や就職模試の勉強をしたい生徒は受講してください。

数学

oneweekトライアルを基本とした、講習を実施します。国語の基礎学力向上を目指したい生徒、是非来て
下さい。実力試験対策国語（1年）

内容講座名

受験理科基礎特講 理科基礎の共通テスト対策をします。予習を必ずすること。

実力試験対策国語(2年) oneweekトライアルを基本とした、講習を実施します。

看護・私大対策国語
現代文の評論・随想問題の読解演習。過去問やオリジナル問題を用いて、評論読解に必要な読み方の
知識、解法の最終確認を行う。要予習。

古文中級（敬語） 敬語は古文の最重要項目です。敬語の基礎から応用まで、演習問題を用いながら確認します。

大学入試応用（数学Ⅰ・A）
通年講座です。大学入学共通テストに向け実践的な練習を行っていきます。受講対象者は教科書の内容
を理解し、少なくとも学校で使用している問題集のA問題レベルが解ける生徒です。

2年生1月模試・2月模試に向けて過去問を利用して対策します。

令和2年12月吉日

拝啓
　寒冷の候　保護者の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本校では 12月19日（土）より1月12日（火）まで冬期休暇となります。この間、ご子息の学力向上と進路に対する実力養成の目的で、
下記の要領にて冬期講習を実施致します。この冬休みが有意義なものになるよう、多数の参加を期待しております。

【Ⅰ期開講予定講座】

保護者 各位

　　校 長　　　山 田　伸 二

国語・数学・英語・理科・社会　　全19講座

時間

Ⅰ期：1講座60分（昼休憩　12:20～12:50)

時間

令和2年度　冬期講習・特別講習のご案内

Ⅱ期：1講座90分（昼休憩　12:10～12:40)

函館大学付属有斗高等学校

申込用紙を記入の上、12月 16日（水）までに担任に提出してください。

講座名 内容

受験政治経済 受験対策のため、事前に問題を解き、問題の解説を行います。

大学入試応用（数学Ⅱ・B）

実力試験の範囲の文法を中心に行います。（会話文・助動詞・比較級・時制）実力試験対策英語

通年講座です。大学入学共通テストに向け実践的な練習を行っていきます。受講対象者は教科書の内容
を理解し、少なくとも学校で使用している問題集のA問題レベルが解ける生徒です。

【Ⅱ期開講予定講座】

理科基礎演習
2年生1月模試・2月模試に向けて過去問を利用して対策します。
12/22（火）・23（水）化学基礎　　12/24（木）・25（金）生物基礎

受験物理特講 大学入試対策を行います理科

攻略！共通テスト地理Ｂ アジアから南米までの地誌総まとめ。図表を中心に読み解きます。

熱盛数学Ⅰ・A
通年講座です。１年間を通して、分野ごとに大学入試基礎レベルの講習を行なっていきます。対象は教科
書の内容を理解し、学校で使用している問題集のA問題レベルを解ける生徒対象です。※普通コースで
希望者がいれば相談してください。1/6,7,8の3日間で行います。

スーパー受験英語　Winter Special
共通テスト・私大型の徹底問題演習講座。１年生からチャレンジ可能。長文読解・速読・精読・文法トレー
ニングなど実際の入試問題を活用して短期集中開講します。英語の勉強法に悩む皆さんも歓迎します。
勉強のきっかけをつかんでください。語彙も増やしますので必ず辞書を持参してください。

公務員対策社会科 来年の公務員試験に向けて

受験理科基礎特講 最後の仕上げに総確認します。

【特別講習開講予定講座】

講座名 内容

数学

理科
受験物理基礎特講


