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新中１開講にあたって・・・ 
 

現在の高校入試制度では、入試問題の質が以前と比べ格段に高くなっています。それにとも

ない、中学での定期テストのレベルも高くなっています。 

日ごろから、定期テストや入試を意識し中学生としての学習習慣を身に付けることが重要と

なってきます。 

ウインドは、経験豊かな教師が多く、学力別クラス制です。 

勉強が得意な生徒は分かりやすく楽しい授業で得意科目を作りましょう。 

あまり得意でない生徒も自分の学力にあった質と量の学習ができます。 

そして、素敵な中学生活となるように一緒にがんばりましょう。 

 

中学講座への流れ─────────── 
◎準備講座までの流れ 

①説明会＜1/15(土) 1:30~2:30＞  ②クラス分けテスト受検＜1/24(月) 4:30~6:30＞ 

 

 

 

 

①１月  小学校の学習内容のまとめを行います。 

②２月(水金 16：30 より) 準備講座 中学生の準備として英数国をスタート。 

③３月(月水金 16：30 より) 中１講座 ウインドは３月開講です。いよいよ本格

的に中 1 の内容を学習します。 

春期講習  中１は 3/28(月)・30(水)に授業があります。授業料は、3 月分月謝

に含まれております。 

④４月より(水金 19：00 より) 中１講座 21：10 まで授業です。 

⑤５月～７月(テスト対策時は月水金)部活に配慮した 19：15～21：25 となります。 
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「これがウインドです！」──────────────────── 

ウインドは、分かる授業・リピート・リトライ！ 
(1) 生徒とご父母様の思いに応えます 

一人ひとりに対して一生懸命心を込めて丁寧
ていねい

に指導いたします。明るく楽しく授業を行っ

ていきます。 

各クラスには担任の教師がいます。何かありましたら、ご相談ください。 

 

(2) 勉強のやり方、宿題のやり方を指導 

ウインドでは、どの学年でもまず「勉強の基本(やり方)」を身につけさせます。 

また、宿題のやり方も指導し、自分でしっかりできるようにします。 

 

(3) 分かる授業 

ウインドは複数のクラスを学力別に編成しております。その子の学力やペースに合ったク

ラスなので安心です。しかも、担当するパワフルな教師もそれぞれの学力における専門家

です。その時期、その学力に応じた適切な指導が可能です。 

また、クラスは時期に応じて編成し直しています。クラスの上下なども気にしながら競争

意識を高めていくことができます。 

 

(4) リピート 

楽しく反復、個別に反復、競争しながら反復。学んだことの定着には、反復が重要。 

反復は力なりです。 

 

(5) リトライ 

どんな生徒も伸ばす方法があります。生徒は、常に様々なことを学び続けます。できなか

ったら再挑戦！できるまで頑張ろう。 

 

(6) 部活と両立応援宣言(中学部、高校部) 

ウインドに通っている子のほぼ全員が学校のクラブ活動を真剣に行いながら通っています。

忙しい時でも頑張り合って、勉強に対する意識を下げさせません。また、５月から７月の

中高生の授業は１５分遅らせた時間設定です。 

 

(7) 当たり前をつくり出す 

宿題、連絡事項を連絡帳にしっかり記入。だから、宿題もやって来れる。忘れものもなく

します。また、宿題は生徒の様子、時期などをしっかりと考え

た「責任ある宿題」を出します。こなせない量の宿題や生徒に

やらせっぱなしの宿題は出しません。 
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新中１の授業(２月)→中１の授業(３月)─────────── 
もうすぐ中学生ですね。中学で勉強する英語・数学・国語の準備をしっかりやっておけば、

スムーズにスタートを切ることができます。ウインドの先生と一緒に楽しく勉強を始めましょ

う。 

英語    
神奈川県の入試問題の英語は、問題量が多く難易度が高いです。それに合わせるように中学

校の定期テストも難しくなっています。ウインド進学教室の新中１準備講座では「基礎事項

の徹底理解」を目標に、アルファベットから 1学期の予習まで、楽しく、着実にその学力が

身につくように指導していきます。学力別クラスのため英語学習経験者はもちろん、初学者

の方にも楽しく学べるように授業を進めます。 

 

進度予定； アルファベットの読み方・書き方、単語の練習の仕方、 

be動詞の肯定文・否定文・疑問文、he/she 

 

 

数学    
小学校の算数に比べ、数学の学習内容は質量ともにアップします。しっかりとした準備をし

ておかないと、4 月から始まる学校の授業にスムーズに入っていくのは難しいでしょう。準

備講座では余裕のあるこの時期に算数と数学の橋渡しの単元となる「正負の数」を学習する

ことで、中学数学の本格的単元「文字と式」にしっかりとつなげられるように備えます。 

 

進度予定； 正負の数の加法・減法・乗法・除法、累乗、四則混合 

 

 

国語 
漢字は小学生全範囲の読み・語句の意味を確認します。入試で重要なのは、読解力です。読

解力を養成するため、まずはきちんと意味をとりながら文章を読みます。その上で読解のル

ールを確認しながら演習します。 

 

進度予定；  指示語、接続語、段落 
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ウインドの新中１準備講座はここがちがう！ 
 

●その 1 はじめはゆっくり 

ウインドは学力別クラスです。ただ、どのクラスもはじめはゆっくりと授業を進め、、スム

ーズに中学の学習を導入していきます。準備講座の期間はあせらずしっかりと腰を据えて学

習しましょう。 

 

●その 2 ウインド名物「英単語道場」 

「できる子」は、どんどん進むことができる進級式の学習です。過去には入学式前までに 

中１範囲の単語をほぼ覚えてしまった強者も。もちろん苦手な子が、ゆっくりと学習する時

間でもあります。できる子も苦手な子も充実した学習ができる時間が「単語道場」です。 

 

●その 3 授業の様子がわかる 

途中経過を報告し、更なる要望をうかがうためにアンケートを行います。 

 

 

●その 4 理解度をはかる 

2 月の末に準備講座で学習した内容をテストでチェックします。スタートでのつまずきを見

逃しません。 

 

●その 5 中１クラス分けテスト（4月） 

４月に、これまで学習した成果を測るテストを実施します。中１最初の定期テストを意識し

た出題となります。得点の目標は上位クラスで９割、他クラスで８割以上です。また、この

結果を元にクラス分けを行います。 

 

 

 

費用；13,200円(２月費用) 

曜日；水金 

時間；4:30～6:30(１日３時限) 

期間；2/2～2/25 

持ち物；筆記用具(テキスト・ノート・ 

ｸﾘｱﾌｧｲﾙは配布します) 

＊３月以降の費用等は別紙参照 
 

 

 

  

・費用は消費税を含む金額です。 

・兄弟割引を行っています。(詳細はお尋ね下さい) 

・大雨・大雪などの警報が発令された場合、休校となるこ

とがあります。 

。 
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ウインド☆サクセスプラン────────────────── 
ウインドの中学部では、１年で英数国の基礎力養成、２年でそれを理社に広げ主要科目の発

展を図り、３年で５科目に余裕を持ち、９科目の確立を目指していきます。ですから、３年

間ウインドに通うことで、高校入試の合格を確実なものとすることができるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q１ 週３回の月と週２回の月？ 

Ans. 積み上げが重要な英語と数学を時間の取りやすい３月に重点的に学習します。また、

定期テストの月(およそ定期テスト３週間前から)は理科社会の授業も行います。週３回の月

は、およそ３月、６月、９月、１１月、１月、２月です(必ずしも月初からとは限りません)。

日程の詳細は年間予定表やウインド通信でお知らせします。なお、月謝に変化はありません。 

 

Q２ なぜ、英語・数学・国語の授業なの？ 

Ans. 基礎学力の有無が中３や中２で最も大きな差になる科目は英語・数学・国語です。特

に積み重ねが物を言うこの３科目の基礎力をしっかり付けておかないと２～３年生になっ

てから成績・実力をアップさせることが大変困難となります。 

ウインドでは中学１年生のうちからしっかりとした基礎学力が身につくように指導してい

ます。 

 

Q３ 理科と社会も学習したいのですが？ 

Ans. 教科書の内容が以前と比べ多くなり、学校の勉強だけではよくわからず、困っている

という声が聞かれるようになりました。そこでウインドでは、理科・社会は選択講座の形で

日ごろから勉強できるようにしました。 

 

Q４ 学校の成績はどうつくの？ 

Ans. 中学の成績は、高校受験の資料になる大切なものです。その成績は、定期テスト、提

出物、学習に対する「主体的に学習に取り組む態度」で主につけられます。定期テストに向

けた勉強は生徒と一緒にウインドで頑張っていきます。良い成績をとるには「主体的に学習

に取り組む態度」がかなり重要になります。ご家庭でも機会があるときに「主体的に学習に

取り組む態度」の重要性を意識づけさせてください。 

  

中１ 

中２ 
中３ 高校 

合格 
英・数・国 

基礎固め 

 

英語・数学・国語 

理科・社会への発展！ 

 

英語・数学・理科・社会・国語に 

余裕をもって、実技科目も確立！ 

中１  部活動と両立しながら、勉強のしかたを学ぼう！ 

(4月から) 

●平常授業(英数国 英単語)＝週３回の授業月(月・水・金) 

週２回の授業月(水・金) 7:00～9:10 

●定期テスト前(英数国理社)＝月・水・金 7:00～9:25 

 

※生徒数増加によりクラスを増設する際には通塾曜日の変更をお願

いすることもあります。あらかじめご了承ください。 
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Q１ 中２の成績って重要なの？ 

Ans. 神奈川県の入試では、中学２年生の成績は入試の資料になります。つまり、中学２年

生より高校受験は始まっているのです。そのため、入試を徐々に意識して、学習意欲を高め

る必要があります。ウインドの中学２年生の授業は成績の向上を第一に考え指導しています。 

 

Q２ 実力を上げるにはどうしたらよいの？ 

Ans. ウインドの授業は、工夫されています。通常授業では、積み上げが大切な英語数学の

授業数を多くとり、知識を増やし定着させます。定期テスト前には知識重視系の科目の理科

社会の授業を多くとり効率的に学習します。そして、年３回の学力診断テストを実施し、実

力の把握を行います。 

 

Q３ 英検は大切なの？ 

Ans. 高校受験で、英検を取得しておくと私立高校では加点事由(３級、準２級、２級)とな

ることが多いです。また英検の合格に向けた学習は英語力の強化にも役立ちます。ウインド

では、中１～中３で、英検対策講座を設け、多くの生徒を合格に導いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q１ 高校入試に対応するには？ 

Ans. 神奈川県の入試制度では、公立・私立関係なく、学校の成績が良い方が有利であるこ

とは変わりません。まずは、良い成績を取得するため、定期テスト対策に力を注ぎます。演

習量も多いためかなり大変です。さらに難化した入試に対応する力を育てるため、十分な演

習を行っていきます。 

 

Q２ どの学校を受験すればよい？ 

Ans. ウインドでは、実力の向上を図るため、普段の授業から工夫し、効果的に授業を行っ

ています。そして、その実力を測定するために年４回の入試模擬試験(業者テスト)を実施し

ています。年２回の生徒面談と２回の父母面談で、模試データなどをもとに進路指導を行い、

志望校合格に向けたアドバイスを行います。 

 

Q３ 入試に面接があるようですが？特色検査って何？ 

Ans. 私立は以前から入試に面接がありました。現在公立高校でもすべての学校で面接が課

されます。この面接も得点化され合否の資料となるのでしっかりと対策する必要があります。

そこでウインドでは、実際の面接を想定した練習を行います。 

特色検査とは、旧学区トップ校の入試で面接に加え実施される検査です。ウインドでは、必

要な生徒に対策授業を行っています。 

中２  成績のアップと実力を付けよう！ 

●平常授業(英数国(理・社))＝週３回の授業月(月・水・金) 7:00～ 

          週２回の授業月 (水・金)7:00～9:25 

●定期テスト前(英数国理社)＝月・水・金 7:00～9:25 

中３  成績のアップと入試に対応できる実力を付けよう！ 

●平常授業＝火・土 7:00～9:25  木 7:00～8:35(英数理社国) 

＊土曜日の授業は、夏休み前 7:00～9:25、夏休み後 6:10～8:35 

●定期テスト・入試前＝火・木 7:00～9:25  土 6:10～9:25 
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年間スケジュール 新中１～中１───── 
準備講座 

 1/24 新中１クラス分けテスト 

 2/2   新中１準備講座授業開始 

中１講座 

3月 中１講座開講 

 4月  

 5月  

 6月 学校定期テスト① 

 7月  

 8月  

 9月 学校定期テスト② 

 10月 父母面談(個人面談) 

 11月 学校定期テスト③ 

 12月  

 1月 

 2月 学校定期テスト④ 

 

＊春期講習、夏期講習、冬期講習など各講習は必修となっております。 

 

 

 

 

ウインド進学教室 
 

塾をお探しのお知り合いが、いらっしゃいましたら、「授業見学」

を承っておりますので、お勧めいただけると幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付時間 

14:00~22:00 

(日曜・月曜・祝日を除く) 

Tel ４９１－７６５７    神奈川区神大寺４－１９－９ 

夏期講習 

冬期講習 

春期講習 


