
カリキュラム

英　語中3生
通常授業：33回【Gターム13回・Eターム14回・Fターム6回】／週1回2時間授業
特別授業：16日間【春期講習4日間・夏期講習8日間・冬期講習4日間】／ 1日2時間授業

授業日程 カリキュラム

春期講習　4日間
3/12（火）～ 3/30（土）

◆プリント演習（文法・読解演習→解説） ※文法プリント：基本の確認（テキストに対応）＋文法演習
◇テキスト：Sentences for Workout：GSL（音声教材）対応
　1日目　不定詞　　　　　　　　　　2日目　動名詞・分詞
　3日目　受動態・現在完了　　　　　4日目　関係詞

Gターム　授業回数全13回
4/8（月）～ 7/13（土）

G1ターム全3回

G2ターム全4回

G3ターム全3回

G4ターム全3回

◆毎回プリント演習（読解・文法・英訳演習→添削→解説）
◇テキスト（宿題→解説 /新単元の導入→問題演習）※テキストSentences for Workout：GSL（音声教材）対応
　1回目（G1-1）　◇使用テキスト：G1 Term【文の要素と品詞・文型 /出題形式別演習】
　2回目（G1-2）　◇使用テキスト：G1 Term ※クラス分けテスト実施
　3回目（G1-3）　◇使用テキスト：G1 Term
　4回目（G2-1）　◇使用テキスト：G2 Term【名詞相当語句 /出題形式別演習】 ※クラス分けテスト解説
　5回目（G2-2）　◇使用テキスト：G2 Term
　6回目（G2-3）　◇使用テキスト：G2 Term
　7回目（G2-4）　◇使用テキスト：G3 Term【形容詞相当語句 /出題形式別演習】
　8回目（G3-1）　◇使用テキスト：G3 Term
　9回目（G3-2）　◇使用テキスト：G3 Term
10回目（G3-3）　◇使用テキスト：G4 Term【副詞相当語句 /出題形式別演習】
11回目（G4-1）　◇使用テキスト：G4 Term
12回目（G4-2）　◇使用テキスト：G4 Term
13回目（G4-3）　◇使用テキスト：G4 Term
◇Gターム使用テキスト：全4冊

夏期講習　8日間
7/18（木）～ 8/22（木）

◆プリント演習（文法・読解演習→解説） ※文法プリント：基本の確認（テキストに対応）＋文法演習
◇テキスト：Sentences for Workout：GSL（音声教材）対応
　1日目　不定詞　　　　　　　　　　2日目　動名詞・分詞
　3日目　受動態　　　　　　　　　　4日目　完了形
　5日目　関係詞　　　　　　　　　　6日目　接続詞
　7日目　話法　　　　　　　　　　　8日目　前置詞

Eターム  授業回数全14回
9/2（月）～ 12/14（土）

E1ターム全3回

E2ターム全4回

E3ターム全4回

E4ターム全3回

◆毎回プリント演習（読解・文法・英訳演習→添削→解説）
◇テキスト（宿題→解説 /新単元の導入→問題演習）※テキストSentences for Workout：GSL（音声教材）対応
　1回目（E1-1）　◇使用テキスト：E1 Term【助動詞 /出題形式別演習】
　2回目（E1-2）　◇使用テキスト：E1 Term ※クラス分けテスト実施
　3回目（E1-3）　◇使用テキスト：E1 Term
　4回目（E2-1）　◇使用テキスト：E2 Term【完了形とSVOCの文 /出題形式別演習】
 ※クラス分けテスト解説
　5回目（E2-2）　◇使用テキスト：E2 Term
　6回目（E2-3）　◇使用テキスト：E2 Term
　7回目（E2-4）　◇使用テキスト：E2 Term
　8回目（E3-1）　◇使用テキスト：E3 Term 【仮定法 /出題形式別演習】
　9回目（E3-2）　◇使用テキスト：E3 Term
10回目（E3-3）　◇使用テキスト：E3 Term
11回目（E3-4）　◇使用テキスト：E4 Term 【分詞構文 /出題形式別演習】
12回目（E4-1）　◇使用テキスト：E4 Term
13回目（E4-2）　◇使用テキスト：E4 Term
14回目（E4-3）　◇使用テキスト：E4 Term
◇Eターム使用テキスト：全4冊

冬期講習　4日間
12/17（火）～ 12/30（月）

◆大学受験に向けて高校レベルの読解力入門　※読解プリント：GSL（音声教材）対応
　1日目　要約演習 /読解演習A・B　　　2日目　要約演習 /読解演習A・B
　3日目　要約演習 /読解演習A・B　　　4日目　要約演習 /読解演習A・B

Fターム  授業回数全6回
1/13（月）～ 2/22（土）

F1ターム全3回

F2ターム全3回

◆毎回プリント演習（読解・文法・英訳演習→添削→解説）
◇テキスト（宿題→解説 /新単元の導入→問題演習） ※テキストSentences for Workout：GSL（音声教材）対応
　1回目（F1-1）　◇使用テキスト：F1 Term【複合関係詞・強調・倒置 /出題形式別演習】
　2回目（F1-2）　◇使用テキスト：F1 Term ※クラス分けテスト実施
　3回目（F1-3）　◇使用テキスト：F1 Term
　4回目（F2-1）　◇使用テキスト：F2 Term【比較表現 /出題形式別演習】 ※クラス分けテスト解説
　5回目（F2-2）　◇使用テキスト：F2 Term
　6回目（F2-3）　◇使用テキスト：F2 Term
◇Fターム使用テキスト：全2冊

＊日程等は変更となる場合がございます。ご了承ください。

中3では全クラスで授業内に毎回、和訳問題などの添削を行います。
大学入試の読解問題を扱い始め、F2タームまでに高校範囲の文法事項を一通り修了します。
毎授業の最後に行うSentences for Workoutのdictationは、中学生最後の授業まで続けます。
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2019-20 Gnoble 中 1・2・3生

国　語中3生
通常授業：6回【Fターム6回】／週1回2時間授業　　　　特別授業：2日間【冬期講習2日間】／ 1日2時間授業

授業日程 カリキュラム
冬期講習　2日間
12/17（火）～ 12/30（月）

◆文章の読解を通じて、古文読解に必要な単語・文法の知識を概観する。
　1日目　今昔物語集①の全訳演習　　　2日目　今昔物語集②の全訳演習、東大入試の古文に挑戦

Fターム  授業回数全6回
1/13（月）～ 2/22（土）

F1ターム全3回

F2ターム全3回

Fターム特別講座「大学受験の現代文 入門」
◆文章や解法の説明 → 演習 → 設問の解説 → 答案添削 を毎回実施します。
　1回目（F1-1）　新「大学入学共通テスト」国語の記述式は1回でクリア！
　2回目（F1-2）　書いてある情報を正確に読み取り、記述する①評論・随筆
　3回目（F1-3）　書いてある情報を正確に読み取り、記述する②硬質な評論
　4回目（F2-1）　要約を書いてみよう
　5回目（F2-2）　大学受験ならではの小説問題の読み方とは
　6回目（F2-3）　東大入試に挑戦してみよう　　　　◇使用テキスト：「大学受験の現代文 入門」

＊日程等は変更となる場合がございます。ご了承ください。

数　学中3生
通常授業：33回【Gターム13回・Eターム14回・Fターム6回】／週1回2時間授業
特別授業：16日間【春期講習4日間・夏期講習8日間・冬期講習4日間】／ 1日2時間授業

授業日程 カリキュラム
春期講習　4日間
3/12（火）～ 3/30（土）

　1日目　三角比①［数Ⅰ］ 2日目　三角比②
　3日目　三角比③ 4日目　三角比④

Gターム　授業回数全13回
4/8（月）～ 7/13（土）

G1ターム全3回

G2ターム全4回

G3ターム全3回

G4ターム全3回

　1回目（G1-1）　三角比演習①［数Ⅰ］ ◇使用テキスト：G1ターム①
　2回目（G1-2）　三角比演習② ◇使用テキスト：G1ターム② ※クラス分けテスト実施
　3回目（G1-3）　三角比演習③ ◇使用テキスト：G1ターム③
　4回目（G2-1）　等式・不等式の証明①［数Ⅱ］ ◇使用テキスト：G2ターム①
　5回目（G2-2）　等式・不等式の証明② ◇使用テキスト：G2ターム②
　6回目（G2-3）　等式・不等式の証明③ ◇使用テキスト：G2ターム③
　7回目（G2-4）　集合［数Ⅰ］ ◇使用テキスト：G2ターム④
　8回目（G3-1）　命題と論証①［数Ⅰ］ ◇使用テキスト：G3ターム①
　9回目（G3-2）　命題と論証② ◇使用テキスト：G3ターム②
10回目（G3-3）　命題と論証③ ◇使用テキスト：G3ターム③
11回目（G4-1）＊ データの整理と分析①［数Ⅰ］ ◇使用テキスト：G4ターム①
12回目（G4-2）＊ データの整理と分析② ◇使用テキスト：G4ターム②
13回目（G4-3）　総合問題演習 ◇プリント演習
◇Gターム使用テキスト：全12冊

夏期講習　8日間
7/18（木）～ 8/22（木）

　1日目　数と式演習①［数Ⅰ］ 2日目　数と式演習② 3日目　二次関数演習①［数Ⅰ］
　4日目　二次関数演習② 5日目　三角比演習①［数Ⅰ］ 6日目　三角比演習②
　7日目　命題と論証演習①［数Ⅰ］ 8日目　命題と論証演習②

Eターム  授業回数全14回
9/2（月）～ 12/14（土）

E1ターム全3回

E2ターム全4回

E3ターム全4回

E4ターム全3回

　1回目（E1-1）　場合の数・確率①［数A］ ◇使用テキスト：E1ターム①
　2回目（E1-2）　場合の数・確率② ◇使用テキスト：E1ターム② ※クラス分けテスト実施
　3回目（E1-3）　場合の数・確率③ ◇使用テキスト：E1ターム③
　4回目（E2-1）　場合の数・確率④ ◇使用テキスト：E2ターム①
　5回目（E2-2）　場合の数・確率⑤ ◇使用テキスト：E2ターム②
　6回目（E2-3）　場合の数・確率⑥ ◇使用テキスト：E2ターム③
　7回目（E2-4）　図形と方程式①［数Ⅱ］ ◇使用テキスト：E2ターム④
　8回目（E3-1）　図形と方程式② ◇使用テキスト：E3ターム①
　9回目（E3-2）　図形と方程式③ ◇使用テキスト：E3ターム②
10回目（E3-3）　図形と方程式④ ◇使用テキスト：E3ターム③
11回目（E3-4）　図形と方程式⑤ ◇使用テキスト：E3ターム④
12回目（E4-1）　図形と方程式⑥ ◇使用テキスト：E4ターム①
13回目（E4-2）　図形と方程式⑦ ◇使用テキスト：E4ターム②
14回目（E4-3）　総合問題演習 ◇プリント演習
◇Eターム使用テキスト：全13冊

冬期講習　4日間
12/17（火）～ 12/30（月）

　1日目　場合の数・確率演習①［数A］ 2日目　場合の数・確率演習②
　3日目　図形と方程式演習①［数Ⅱ］ 4日目　図形と方程式演習②

Fターム  授業回数全6回
1/13（月）～ 2/22（土）

F1ターム全3回

F2ターム全3回

　1回目（F1-1）　三角関数①［数Ⅱ］ ◇使用テキスト：F1ターム①
　2回目（F1-2）　三角関数② ◇使用テキスト：F1ターム② ※クラス分けテスト実施
　3回目（F1-3）　三角関数③ ◇使用テキスト：F1ターム③
　4回目（F2-1）　三角関数④ ◇使用テキスト：F2ターム①
　5回目（F2-2）　三角関数⑤ ◇使用テキスト：F2ターム②
　6回目（F2-3）　三角関数⑥ ◇使用テキスト：F2ターム③
◇Fターム使用テキスト：全6冊

＊日程等は変更となる場合がございます。ご了承ください。
＊データの整理と分析①、②
　新カリキュラムに伴い、2019年度（2019－20）中2生と中3生とでは、「データの整理と分析」の学習時期が異なります。重複して学習することはありません。

09


