
 中学3年生の皆さん、いよいよ冬がやってきます。受験生の「正念場」と言われる冬休みは日数が短い

こともあり、高い集中力を保ちながら時間配分を体得するための実戦的な学習が求められます。 

 そこでＫＥＣでは毎年「テスト演習型」冬期講習を開講しています。また、自分で学習科目・単元が選べ

る弱点克服「オーダーメイドシステム」正月特訓講座は、毎年受験生たちに好評を得ています。 

 中3の短期的学習目標はズバリ、『統一・総合テスト突破！』です。11月や12月のテストで成功した人も

失敗した人も、もう一度自分の志望校への熱意をしっかり持って数値目標（下表参照）を立て、その目標

に向けて何を克服し何を補強すべきか、冬期講習に入るまでに必ず考えておきましょう。明確かつ具体

的な目標を持つ事で、冬期講習会の学習効果が倍増します。 

 ＫＥＣの冬期講習および正月特訓講座をみなさんのステップアップのために200％活用してください！ 

統一・総合テスト（平均≒260点） 難関公立・私立志望校目標ライン！ 

高校名 目標点（平均差） 高校名 目標点（平均差） 

附属推・泉丘理 ４３０点（＋１７０） 錦丘 ３１０点（＋５０） 

泉丘普・附属一 ３９０点（＋１３０） 星稜B ３００点（＋４０） 

二水・星稜A・金沢S ３５０点（＋９０） 西・北陸特進 ２７０点（＋１０） 

石川工専 ３４０点（＋８０) 明倫・金沢進 ２６０点（±０） 

桜丘・金沢特進 ３３０点（＋７０） 金商・伏見 ２４０点（－２０） 

KEC JUNIOR CLUB  

WINTER SEMINOR 2022・23 

 
冬に鍛える！冬で極める！KECの冬期講習！ 

 

KEC中学部

中３冬期講習 
“冬の６８時間特訓“ 

外部ガイダンス 



 《指導教科》 英語・数学・国語・理科・社会 全5科目 

            *統一テスト過去問解説・作文指導も行います！ 

 《講習日数》 全８日間  

         前期５日（12/26・27・28・29・30）後期3日（1/4・５・６） 

 《時間帯》  ５科テスト特訓 午前10：00～午後４：00 1科目60分授業 

         フォローアップ演習（個別対応） 午後4：00～午後6：00 

          *昼食持参 （昼休み１３：００～１４：００）  

 《指導時間》 総指導時間1日7時間×８日＝56時間時間  

 《講習費》 56000円（教材費・消費税込） 

        出席できない日があれば割引いたしますので、お申しください。 
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KEC中学部 冬期講習２０２２知らせ！ 

中３冬講 

5ランクUP 

プログラム 
★１ランクＵＰ 「過去問演習」   第2回統一テストの過去問演習（講習前の課題） 

★２ランクＵＰ 「テスト特訓」       テスト型テキストによる実戦特訓 

★３ランクＵＰ 「解答解説・テスト分析」 テストおよび統一＆総合のポイント解説 

★４ランクＵＰ 「応用問題演習」     ウィンターテキストで補強と練成 

★５ランクＵＰ 「質問教室」        5科目＆作文など全ての質問に個別で対応 

過去問 

演習 

テスト特訓 

合格答案作成 

解答解説 

統一分析 
テキスト演習 

弱点補強 

質問教室 

個別指導 

 

【KEC 中3冬期講習 授業システム】 

中３冬講 

志望校別 

メニュー 

冬に伸びる！ 
冬で伸ばす！ 

難関受験 

メニュー 

演習量★★★ 課題レベル★★★ 宿題量★★★   

目標レベル 

附属・泉丘・二水合格/統一・総合テスト380点以上 

公立受験 

メニュー 

演習量★★ 課題レベル★★ 宿題量★★    

目標レベル 桜丘・錦丘合格/統一・総合テスト300点以上 

 

【KEC 中3冬期講習 全高校に対応します！】 

受験生！ 
もう押し

冬講までの 
宿題 

その１ 講習前「過去問演習」 

講習前に「第2回統一テスト過去問題集」を

配布します 

① 4ヵ年、5科目全て50分以内で解答してく

ださい。 

② わからなかったところを冬講時に質問 

  してください。 

③ 難問や頻出問題のワンポイント授業で 

   類題制覇します。 

その２ 「英作文・＆リスニング」 

英語は作文添削をします。リスニング演習も

毎回して、テストで得点できるようにします。 

その３ 「国語課題作文・漢字」 

国語の課題作文を添削指導します。また、

試験に捏頻出漢字も毎回テストします。 

その４「数学難問攻略」 

数学の図形問題はパターン認識をします。 



『完全オーダーメイドカリキュラム』 

●一人ひとりアンケートに基づいて、学習する科目・ 

  単元・難易度を設定！ 

●弱点補強・得意分野伸長・志望校判定など、個別の 

  学習ニーズに対応！ 

１ 

『全12時間集中個別指導』 

●ただ長いだけの学習では効果も半減。 

  2日間「３時間×４＝１２時間」の集中個別ゼミで 

  集中力と学習効果をＵＰ！ 
２ 

『金沢神社で合格必勝祈願』 

●参加者全員金沢神社の中に入り、神主さんに祝詞 

 をあげてもらい、お祓いを受けます！お祓いの後、 

 必勝祈願絵馬をプレゼントします！元旦に志望校 

 合格への強い決意表明をしよう！（参加は自由） 

３ 

正月特訓プログラム 正月特訓タイムテーブル 

2023年1月1日 

 

★10：00 金沢神社合格祈願（自由参加） 

     ※現地集合 

     ※冬期講習中に地図を配布します 

★11：00ごろ 現地解散 

     ※再集合までに昼食を済ませて下さい 

★12：50 ＫＥＣ集合 

★13：00～16：00 正月特訓第1ターム 

★16：00～19：00 正月特訓第2ターム 

 

2023年1月2日 

 

★9：50 ＫＥＣ集合（昼食持参） 

★10：00～13：00 正月特訓第3ターム 

★13：00～14：00 昼食 

★14：00～17：00 正月特訓第4ターム 

 

 

一年の計は元旦にあり！ＫＥＣ正月特訓で2023年のキミがスタートする！！ 
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 《講座実施要項》 

 ◆日程 1月1日 13：00～19：00 1月2日 10：00～17：00  

       2日間 全12時間 

 ◆講習費 1４,000円（教材費・消費税込）  

   1日または2日のみ受講も可能です（1日受講費：7000円） 

KEC正月特訓2022年元日 金沢神社にて 

 ＫＥＣ中3冬期講習では新年明けに「正月5科目コンペ」を開催

しています。3年生全員が、英数国理社5科目の基礎知識を500

点満点のテスト形式で競います。統一・総合テストや私立高校

入試を控え、ややもすると基本問題を蔑ろにしがちな受験生に

とって、正月コンペは基礎学力を総チェックする最後の機会とも

いえます。 

 《正月5科目コンペ 要項》 

 ◆日程    1月４日（水） 16：00～18：00 

 ◆出題範囲 英語：単語100語 数学：計算50題 国語：漢字100字 

          理科：用語100語 社会：用語100題 

        *三者面談時に予め出題される問題を全員に配布します！ 

        しっかり暗記できれば、参加者全員に優勝の機会があります！ 
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ＫＥＣ 2022－2023 中３冬期講習カレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

１８ 

 休講日 

１９ 

理社国選択 

２０ 

休講日・自習 

２１ 

通常授業終了 

２２ 

休講日・自習 

２３ 

休塾日・自習 

２４  

休講日 

２５ 

休講日 

２６ 

冬期講習① 

２７ 

冬期講習② 

２８ 

冬期講習③ 

２９ 

冬期講習④ 

３０ 

 冬期講習⑤ 

３１ 

休講日 

１/１ 

正月特訓① 

２ 

正月特訓① 

３ 

休講日・自習 

４ 

冬期講習⑥ 

５ 

冬期講習⑦ 

６ 

冬期講習⑧ 

７ 

休講日・自習 

８ 第7回 

総合模試 

９時～１６時 

９ 成人の日 

 休塾日 

１０ 

休講日・自習 

１１ 3学期 

通常授業開始 

19時30分～ 

１２ 

休講日・自習 

１３ 

通常授業 

19時30分～ 

１４ 

SSS特別講座 

KEC中学部 冬期講習２０２２知らせ！ 

塾長ブログ「KECハルノート」・KECホームページもぜひご覧下さい！！ 

ＫＥＣ 住所 〒921-8116 金沢市泉野出町2-7-1 ローソン2Ｆ 

TEL 076-244-2058 FAX 076-244-4363 E-mail  info@kecjuku.com 

冬期講習携行品リスト 

1 筆記用具 

2 定規・コンパス 

3 ＫＥＣ冬期講習テキスト（講習初日配布） 

  第2回統一過去問集（配布済） 

中学部通常授業についてのお知らせ 

年内の通常授業は １２月２１日（水）まで 

年始の通常授業は  １月１１日（水）から 

1月通常授業より私立高校入試対策をします！ 

1月より通常授業では私立高校入試対策をします。受験校に応じて

各自ご購入いただくことになります。「教英出版」から市販されてい

るものをご購入ください（注意：北陸学院は発売されておりませんで

にで。受験者は塾長までご相談ください。） 

KEC冬期講習「友達紹介キャンペーン」実施中！（詳細は別紙） 


