
本番直前に演習問題を実施。どこから着手するか、どこに着目して問題を読むかなど実戦的な授業を展開。

正月合宿 小6

12 3泊4日/30㊍ 1/2㊐～合計３５時間超の学習量

都立中合格を目指す小６生のための「最後の」合宿特訓です。
年末年始に圧倒的な学習量を確保し、合格に向け得点力をアップさせます。

毎回大好評の自然体験合宿ですが、今年度（2021年度）の最終回はウィンターキャンプとして２泊３日で実施します。
富士山周辺の様々な自然に触れる他、体験学習も行います。
普段東京ではなかなか体験できないアクティビティを通して、たくさんの感動をお子様へお届けします。

小6

演習 解説 演習・解説の繰り返しで
得点力をアップさせます。

復習
タイム

夜の復習タイムで１日を振り返
り、疑問点は教師に質問して解
消します。

●小６生最後の合宿です。豊富な勉強量を短期間で確保でき
　るのはこの機会しかありません。
●正月特訓と同様の演習＋解説授業で得点力を強化します。
●復習タイムでその日の疑問を解消し、翌日に残しません。

各教科のテーマ

冬期講習期間の追い込みにより、受験生の学力は大きく伸びます。入試直前のこの時期、本番に向けた
実戦演習を豊富に用意し、合格レベルまで到達させるために実施するのが「中３正月合宿」です。圧倒的
な勉強量を確保し、合宿ならではの復習タイムでは、しっかりと学力を定着させます。第一志望校合格は
もちろんのこと、受験生としての強い精神力・集中力を培う「中３正月合宿」にぜひご参加ください。

中3

英単語・イディオム・重要構文の最終確認
とともに、長文に対するアプローチを徹底
していきます。長時間勉強ができるという
利点を生かし、英作文添削などの個別フォ
ローにも力を入れます。３教科の中で「英
語が一番の得点源である」と自負できるよ
う、正月合宿で鍛えます。

英　語
「数量編」「図形編」「関数編」と内容豊富な
テキストを用意。高校入試において必ず得
点すべき問題、さらに応用性・汎用性の高
い問題を合宿で解きます。“得点力”だけで
なく、やることはすべてやったという“自信”
を持たせることも大きなテーマです。

数　学
入試頻出の論説文と小説文を厳選し、得
点力を高めます。「根拠を明確にして解く」
をテーマに、問題種別にパターン演習を行
います。都立自校作成問題校や難関私立
高校を意識した記述問題では、徹底的に
添削指導をします。国語の得点力を安定さ
せ、志望校合格をたぐりよせます。

河口湖近くにある天上山に約1時間かけて頂
上まで登ります。また、河口湖で遊覧船に乗
り、豊かな自然の景色を満喫します。

国　語

天上山登山・遊覧船

1日のスケジュール例 ※以下は変更となる場合もあります。

23：00

23：00

12月30日

1月2日

12月31日～
1月1日

到着
昼食

集合
点呼

起床
散歩

消灯
就寝

消灯
就寝

7：00
起床
散歩

8：30頃

8：00

8：00頃

7：00

出発

朝食

8：00

朝食

12：00頃

12：00

昼食

12：00

昼食

13：00頃

出発

8：30～

9：00～12：00

移動

授業

9：00～12：00

授業

17：00～18：00頃

夕食

17：00

17：00

夕食

20：00～23：00

20：00～23：00

復習タイム・入浴

復習タイム・入浴

18：00～20：00

18：00～20：00

授業

授業

13：00～17：00

13：00～17：00

授業

授業

到着
解散 入試に向けてラストスパート。重要単元を徹底学習。

中3 ウィンターキャンプ 小4 小5

1/8㊏ 10㊊～魅力的なアクティビティがいっぱい！

　　　実施会場 小6は志望校の適性検査タイプによって、中3は志望校・校舎によって会場が異なります。
（清里合宿場・富士山合宿場など）　

8:00～9:00 12:00～
13:00

13:00～17:009:00～12:00 17:00～
18:00

18:00～20:00 20:00～22:00 22:00

1月8日 集合・出発 移動 昼食 天上山登山・
遊覧船 夕食

サバイバル
ブレスレット
づくり

入浴・自習・
夜食 就寝

1月9日 朝食
鳴沢氷穴・
富岳風穴／
森の散歩

昼食 魚釣り／
山の散歩 夕食 クラフト体験

（てん刻）
入浴・自習・

夜食 就寝

1月10日 朝食 富士湧水の里
水族館 昼食 帰京 各発着地へ

到着

行程表

プログラム

宿泊場所 ena富士山合宿場2号館
〒412-0003　静岡県御殿場市柴怒田字キタ747-3

パラコード（紐）でバックルに編み込んでい
き、ブレスレットを作ります。バックル部分に
は方位磁石、マグネシウムの火打石などが
入っており森や山歩きに役立ちます。

サバイバルブレスレットづくり
鳴沢氷穴・富岳風穴は富士山麗の代表的な
溶岩洞窟の1つで天然記念物に指定されて
います。夏でも涼しく平均気温は3℃。冷蔵庫
のない時代には天然の冷蔵庫としても使わ
れており、歴史を感じることもできます。

鳴沢氷穴・富岳風穴／森の散歩

透明度の高い富士の湧水を利用した淡水魚専門の水族
館。数千匹の魚が泳ぐ大きな水槽、希少魚の「イトウ」や
体長1mを超す「ソウギョ」、「チョウザメ」なども見られま
す。川の源流から中流までの魚の生息環境を再現した
水槽では季節により珍しい魚のようすを観察できます。

富士湧水の里水族館
やわらかく磨くとつやが出る遼凍石を使い、
オリジナルのはんこを作ります。はんこ作り
では石彫刀を使うことが多いですが、ペン先
でもけずれる固さなので安全に作ることが
できます。

クラフト体験
鹿留湖近くの自然に囲まれた渓流エリアで
釣りを楽しみます。釣った魚は焼いて食べら
れます。貸し切りのエリア内にニジマスを放
流するので釣りが初めてでも安心です。

魚釣り／山の散歩

※左記以外の会場を使用する場合も原則として、enaの合宿場と同様の運営となります。
※各実施会場お席に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

※天候などの事情によりスケジュールやプログラムが変更となる場合がございます。

※申込人数によっては会場が変更になる場合がございます。

都立中（国立中含む）学校別コースを開講

都立自校作成問題校、共通問題校コースを開講
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正月特訓 小6 小5

12/30㊍ 31㊎ 1/2㊐ 3㊊・ ・ ・年末年始の集中特訓で得点力を養成

小6

演習・解説の繰り返しで得点力をアップさせます。
志望校合格に近づくための４日間集中特訓です。

中3

本番直前に演習問題を実施。どこから着手するか、どこに着目して問題を読むかなど実戦的な授業を展開。
単方向映像授業も公開しますので、復習等にご活用いただけます。

小5 全コース対応の思考力を鍛える講座です。
ご自宅で受講が可能な単方向映像授業となります。

正月特訓は、入試を目前に控えた大切な時期に、１日約７時間の学習量を確保
したｅｎａ伝統の特訓です。入試問題をベースにした問題演習を繰り返し、合格
のために必要なポイントを伝えていきます。合格のために、正月特訓で鍛えま
しょう。

都立小石川中・武蔵高附属中をはじめとする都立中、適性検査型入試を行う国立
中（東大附属中・学芸大国際中・お茶の水女子大附属中）志望者のための、適性検
査の本番での得点力を高める特訓です。練習量で差をつけます。
正月特訓が終われば入試まであと１ヶ月となります。この後に続く直前特訓も含めて、こ
の正月特訓でラストスパートです。適性検査の頻出テーマを多数演習し、解法のパター
ンを身に付けます。

私立中入試は千葉・埼玉が１月からスタートするため、年末年始はまさに入試直前の時
期です。東京の学校が第一志望の場合でも、前哨戦として１月入試を受験するのが私
立中受験生にとって重要なステップとなります。正月特訓で「入試直前」の実戦演習を
行いましょう。

演習 解説 映像

頻出・予想問題特訓 小6

12/24㊎ 25㊏・冬期直前2日間完成の特別講座

中3

冬期講習前に、大問レベルで「本番において頻出の問題」、
「2022年度入試の予想問題」を複数パターン練習し、都
立高校入試や都立中適性検査の典型的な解法の習得と、
間違えやすいポイントの克服を行います。enaの実力派教
師たちによる明快な解説により、冬期講習前の隙間時間
でも無駄なく集中できる単方向映像講座です。

小６都立中・国立中（適性型）コース

１日約７時間、４日合計２７時間の勉強量

単方向映像授業で行う入試頻出・予想問題の解説

単方向映像授業 学習内容／時間の目安

実施会場 会場は別紙にてご案内いたします。詳細は校舎にお問い合わせください。
なお、会場は在籍の校舎ごとに決められています。会場の人数調整のため、会場が変更となる場合があります。　　　　　

9:00～9:45
時間割例

10:00～10:45
11:00～11:45
11:45～12:30
12:30～14:00
14:15～15:45
16:00～17:30

適性検査Ⅰ演習
適性検査Ⅱ演習

適性検査Ⅲ演習／理系演習
昼食

適性検査Ⅰ解説
適性検査Ⅱ解説

適性検査Ⅲ解説／理系演習解説

内　　容

都立中・国立中・私立中コース対応の共通のカリキュラム

中3

演習・解説の繰り返しで得点力をアップさせます。
志望校合格に近づくための４日間集中特訓です。

本番直前に演習問題を実施。標準問題からハイレベルな問題まで実戦的な授業を展開し、入試で役立つポイントを徹
底指導します。
単方向映像授業も公開しますので、復習等にご活用いただけます。

正月特訓は、入試を目前に控えた大切な時期に、1日7時間の学習時間を確保
したenaの伝統の特訓です。入試問題をベースにした問題演習を繰り返し、合
格のために必要なポイントを伝えていきます。合格のために、正月特訓で鍛えま
しょう。

演習 解説 映像

中３コース（3科） 

4科型の私立中の入試に向けて、実戦演習を通して得点力を高め、志望校合格へ
進むための４日間です。

小６私立中（４科型）コース
9:00～9:45

時間割例

9:45～11:30
11:30～12:30
12:30～13:15
13:15～14:00
14:15～15:00
15:00～15:45

算数演習
算数解説

国語演習
昼食

国語解説
理科演習
理科解説

16:00～16:45 社会演習

16:45～17:30 社会解説

内　　容

9:00～9:45
時間割例

10：00～10：45
11：00～11:45
11：45～12:30
12:30～13:15
13:15～14:00
14:15～15:00

英語演習
英語解説①

昼食
英語解説②

数学演習
数学解説①
数学解説②

15:00～15:45 国語演習

16:00～16:45 国語解説①

16:45～17:30 国語解説②

内　　容

ライバルに差をつけるための４日間。英数国の３教科で入試問題演習を行い、
重要ポイントを整理します。

語い・構文の最終確認とともに、長文に対するアプローチを徹底していきます。英語
「数量編」「図形編」「関数編」と内容豊富なテキストを用意。高校入試において必ず得点すべき問題、さらに
応用性・汎用性の高い問題を解きます。数学
入試頻出の論説文と小説文を厳選し、得点力を高めます。「根拠を明確にして解く」をテーマに、問題種
別にパターン演習を行います。国語

❶入試１３か月前  適性検査型の問題にチャレンジ
❷適性検査演習 ▶▶▶ 解説授業で答案作成方法を学ぶ
　　課題を見つける ▶ 知識や技能、読み取った事柄を活用して解決法を見出す ▶ 理解したことを表現する
❸小６生同様の適性検査  予想問題に挑戦

＊入試頻出の重要テーマに絞ったテキスト
＊ｅｎａを代表する教師陣が詳しく解説
＊単方向映像なので巻き戻しやストップが自由自在
＊１月末まで映像の視聴が可能でいつでも復習が可能

都立中・国立中での適性検査への対策としてはもちろん、大学入試改革や中学高等学校の指導要
領改訂をふまえ、昨今の私立中４科型入試でも重視されている思考力と判断力、表現力を４日間
で集中的に鍛え上げます。
ｅｎａオリジナルの予想問題と、過去に出題された公立中高一貫校の問題で、本格的な適性検査
問題に挑戦します。適性検査では、問題を正しく読み取り課題を見つけ、そして既習の知識と技能
を活用して課題を解決する力が求められます。解説授業では、問題の読み取り方、問題に示された
条件や資料の見方、記述式の答案作成など、既習事項を「活用する」方法を指導します。目標を明
確にし、新小６受検生としてのスタートを前に「適性検査」を知る特訓講座です。

9:00～9:45
時間割例

10:00～10:45
11:00～11:45
11:45～12:30
12:30～14:00
14:15～15:45
16:00～17:30

適性検査Ⅰ演習
適性検査Ⅱ演習
適性検査Ⅲ演習
昼食（各自宅にて）
適性検査Ⅰ解説
適性検査Ⅱ解説
適性検査Ⅲ解説

内　　容

※上記は１日の進め方（時間軸）の例です。解説は単方向映像授業となるため、上記解説の時間とは異なる場合がありますが、自由にストップや巻き戻し
などの作業が可能で、自分のペースで解説を視聴することが可能です。

小6
理系：適性検査頻出問題
文系：適性検査頻出問題
作文：読解問題

中3
理科：入試頻出問題
社会：入試頻出問題

理系150分・文系50分・
作文100分／日

英語：長文読解・入試頻出問題
数学：関数総合・図形総合・入試頻出問題
国語：読解問題

英語・数学・国語　各100分／1日目
理科・社会　　　 各150分／2日目

ご自宅での単方向映像授業となりますが、上記時間の目安は問題を解く時間も含めたものです。

中３英数国は共通問題校と自校作成校に分かれます。　　　　　
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