
■開講校舎：ena小中学部各校舎　■開講曜日：土曜日　■内容：英語・数学 各50分（映像授業＋演習＋映像解説）
■時間：19:40～21：30※校舎により開講曜日・時間が異なる場合があります。　■月額授業料：12,000円（税抜）※別途教材費を月額1,000円（税抜）頂戴します。 

ena小中学部の各校舎にて、新たに高1の講座を開講します。ご自宅近くの
ena校舎にて学習できますので、安心してお通いください。英語と数学の重要
単元を映像で学習します。高校生の学習もenaにお任せください。

年間学習カリキュラム ※年間を通して英語、数学Ⅰの各単元を学習します。 
※下記カリキュラムは教育上の配慮により変更となる場合があります。

     日程　　　　　　　　英語（1コマ目）  　　　数学Ⅰ（2コマ目）
 3月 7日土 英数講座ガイダンス  第1章 数と式 式の計算（1）
 3月 14日土 第1章 文型  第1章 数と式 式の計算（2）
 3月 21日土 第2章 文の種類  第1章 数と式 式の計算（3）
 4月 11日土 第3章 基本時制　A　B 第1章 数と式 実数（1）
 4月 18日土 第3章 基本時制　C　D 第1章 数と式 実数（2）
 4月 25日土 第4章 完了形　　A　B 第1章 数と式 1次不等式（1）
 5月 9日土 第4章 完了形　　C　D 第1章 数と式 1次不等式（2）
 5月 16日土 復習回   復習回
 5月 23日土 第5章 助動詞  第1章 数と式　 集合と命題（1）
 5月 30日土 第6章 受動態　A　B 第1章 数と式　 集合と命題（2）
 6月 6日土 第6章 受動態　C　D　E 第1章 数と式 集合と命題（3）
 6月 13日土 第7章 不定詞　A　B 第2章 2次関数 2次関数とグラフ（1）
 6月 20日土 復習回   復習回 
 6月 27日土 第7章 不定詞　C　D 第2章 2次関数 2次関数とグラフ（2）
 7月 4日土 第8章 動名詞　A　B 第2章 2次関数 2次関数とグラフ（3）
 7月 11日土 第8章 動名詞　C　D 第2章 2次関数 最大と最小、関数の決定（1）
 7月 18日土 第9章 分詞  第2章 2次関数 最大と最小、関数の決定（2）
 9月 5日土 第10章 使役動詞・知覚動詞 第2章 2次関数 最大と最小、関数の決定（3）
 9月 12日土 第11章 分詞構文 A 第2章 2次関数 2次関数のグラフと方程式（1）
 9月 19日土 第11章 分詞構文 B　C 第2章 2次関数 2次関数のグラフと方程式（2）
 9月 26日土 第12章 関係代名詞 A　B 第2章 2次関数 2次関数のグラフと方程式（3）
 10月 3日土 第12章 関係代名詞 C　D 第2章 2次関数 2次関数のグラフと不等式（1）
 10月 10日土 復習回   復習回
 10月 17日土 第13章 関係副詞  第2章 2次関数 2次関数のグラフと不等式（2）
 10月 24日土 第14章 比較　A　B  第2章 2次関数 2次関数のグラフと不等式（3）
 10月 31日土 第14章 比較　C　D  第2章 2次関数 2次関数のグラフと不等式（4）
 11月 7日土 第15章 仮定法  第3章 三角比（1）
 11月 14日土 第16章 接続詞　A　B 第3章 三角比（2）
 11月 21日土 復習回   復習回
 11月 28日土 第16章 接続詞　C　D　E 第3章 三角比（3）
 12月 5日土 第17章 句と節  第3章 三角比（4）
 12月 12日土 第18章 話法  第3章 正弦定理と余弦定理（1）
 12月 19日土 第19章 名詞・冠詞 A　B　C 第3章 正弦定理と余弦定理（2）
 1月 9日土 第19章 名詞・冠詞 D　E　F 第3章 図形の計量（1）
 1月 16日土 第20章 代名詞 A　B　C 第3章 図形の計量（2）
 1月 23日土 第20章 代名詞 D　E 第3章 図形の計量（3）
 1月 30日土 第21章 形容詞、副詞 A　B 第4章 データの分析 データの散らばり（1）
 2月 6日土 第21章 形容詞、副詞 C　D 第4章 データの分析 データの散らばり（2）
 2月 13日土 第22章 強調、否定  第4章 データのばらつき 
 2月 20日土 第23章 前置詞  復習回 
 2月 27日土 復習回   復習回
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 第7章 不定詞　A　B 第2章 2次関数 2次関数とグラフ（1）

前田 光夫 英語
30年以上ena一筋で教
務力を究めた英語指導の
重鎮。enaを代表する教
師の一人で、これまでに
受験学年だけでも2,000
名以上の生徒を指導して
きた大ベテランである。

福山 佳織 数学
2019年度は開成・筑駒・
日比谷高といった最高峰
を目指す生徒の専門校舎、
ena最高水準で数学を担
当。かつてはenaのテレビ
番組「合格!モーニング」
で解説も担当するなど、
その授業には定評がある。

 全校から
選抜された
精鋭教師陣が
授業を担当します。

新企画

英数映像講座
高1


