
共通テスト対策＆最終調整

高3高卒　英語　　共通テスト戦略展開

長文＆リスニング  (5日間）　  コードA

力を抜いて安定して90％以上、80％以上、確保するための

最後の講義です。

12月26日～12月30日
15:30～17:00

90分×5日

450分

24000円

（税込）

高3高卒　英語

国立二次　(作文準備）(5日間）   　 コードB

毎年、二次の記述で爆発的に勝つのがシンバの英語です。国立二次の直前

英語（コードＧ）がシンバ英語の集大成になりますがその準備講座を年内に

行います。

12月26日～12月30日

13:30～15:00

90分×5日

450分

24000円

（税込）

高3高卒　英語

難関私大　長文＆作文(整序）(5日間)   　コードC

配点の高い(並び替え)作文。難度の高い長文をより速く読み込むトレーニン

グ。選択肢の選び方。消去の考え方。

12月26日～12月30日

17:30～19:00

90分×5日

450分

24000円

（税込）

高3高卒　英語＆国語

共通テスト　実践トレーニング (5日間）　  コードＤ

初見の共通テスト模擬問題を用意します。

三年生は必ずご参加ください。在籍生無料。高2、高1も受講可。

14:50の終了後はそのまま自習室をご利用ください。

1月3日～1月７日
13:20～14:50

90分×5日

450分

24000円

（税込）

高3高卒　数学

共通テスト直前の詰め (5日間）    コードＥ

出題させると厄介な穴をふさぎにいきます。全て防ぐ必要はありません。優先順

位があります。一つ一つ克服していきます。

1月3日～1月７日
21:10～22:40

90分×5日

450分

24000円

（税込）

直前。私立大学対策

高3高卒  英語

直前私立長文　特訓　(5日間）     コードＦ

関学、同志社、関大、上智、早稲田の良問を12題ご用意します。緊張感の

中、満足の解説を楽しみ、十二分な音読（←指導します）で体に英文を取

り込んでください。

1月17日～1月21日

15:00～16:30

90分×5日

450分

24000円

（税込）

直前。国立二次対策

高3高卒  英語

直前国立二次　英作・和訳　 (8日間）コードＧ

記述英語の大量得点で圧倒的なアドバンテージを取る。これがシンバ例年の

基本戦略です。特に作文、自由作文。B判定ボーダーで負けてるなら英作文

で大きく取り返します。倍返ししましょう。(^^)

       2月初旬～中旬

　  8日(火)、　 9日(水)

　11日(金)、　12日(土)

  15日(火)、　16日(水)

　18日(金)、　19日(土)

15:00～16:30

90分×8日

720分

34000円

（税込）

高3高卒  数学

直前国立二次　理系数学  (8日間）　コードＨ

大問丸々完答を一つ増やす！それだけで順位は格段に上がる。そのためには

見極める視点を確実に一つずつ増やします。

 

      2月初旬～中旬

　　　　　日時未定

時間帯未定

90分×8日

720分

34000円

（税込）

SIMBA（高3高卒 ）　冬期講習会のお知らせ　２０２2

４～5日間連続の講義は極めて効果が高いです。

部活、家族旅行などで出席できない日数分の料金はお返しするシンバ独自の設定です。申込時にお知らせください。

12月16日金曜までにお申し込みくださいませ。

ラインでお申し込みも可能です。ご記入の「申込み用紙」の写メをご送付ください。



高2 英語（普段のクラス授業の延長線上の講座）

英語長文。即興和訳ゼミ (5日間）コードＩ

長文を読む「技術」は明確に存在します。和訳にもシンプルな技術が存在しま

す。スピードで悩む人。これもトレーニング技術が存在します。長文を素早く読

めたらどんなに楽だろう・・。もちろん新規の方はゼロからスタートしてくれて大丈

夫！短期間で習得は可能。(^^)

1月3日～1月7日

21:10～22:40

90分×5日

450分

21000円

（税込）

高2 数学（普段のクラス授業の延長線上の講座）

受験基礎  (5日間）コードＪ

100のパターンを暗記するより一つの原理をガッチリ掴む方がよっぽど早道。それ

を３つ、４つ習得すると数学の見え方が180度変わります。ただそんな原理を

説明してくれる先生が世の中にはほとんどいない・・・。シンバにはいます。数学の

根性暗記は石器時代のやり方。ここでは勝てるべくして勝てる原理をお伝えし

ます。

1月3日～1月7日

19:30～21:00

90分×5日

450分

21000円

（税込）

高1、高2混合、公立・私立混合　英語

ハイパー実践評論文 (5日間）コードK

非受験学年の超実践的、英語長文講座。

中身の濃い評論文を材料にします。

「難しい、簡単」という次元ではなく「面白い、面白くない」という視点をここで

獲得してください。

12月26日～12月30日
20:30～22:00

90分×5日

450分

21000円

（税込）

高1　数学（普段のクラス授業の延長線上の講座）

基礎固め特訓　  (5日間）コードL

トップ校、中堅校の方中心のクラス。憧れの高校に入学したものの大量の課題

(宿題)の連続で立て直す余裕もなくなっている。シンバに来てみてください。三

時間かかってた宿題が一時間半に。一時間未満になっていきます。苦しく不愉

快な時間が楽な時間に。自信を持てる自分を取り戻す。これが全て。(^^)

1月3日～1月７日

21:10～22:40

90分×5日

450分

21000円

（税込）

12月16日金曜までにお申し込みくださいませ。

ラインでお申し込みも可能です。ご記入の「申込み用紙」の写メをご送付ください。

SIMBA（高等部）　冬期講習会のお知らせ　２０２2

４～5日間連続の講義は極めて効果ガ高いです。是非ご利用ください

部活、家族旅行などで出席できない日数分の料金はお返しするシンバ独自の設定です。申込時にお知らせください。



中3　 英国数理社

入試実践ゼミ　公私対策共通　(公立入試問題中心）

コードM

※私立専願者は公立志望者が理科、社会の受講時間に別教室で英、数の

受講となります。

A日程

12月26日～1月5日

（12/31~1/2　お正月休み）

　　 9:30~18:00

　　(420分×8日）

　　　3360分

72000円

※内部生は

58000円

(税込）

中3　   英国数

入試実践ゼミ　　公私対策共通　(私立入試問題中心）

コードN

私立入試の問題は公立の問題とかなり違います。難問、初見の問題もまとめ

て整理します。

B日程

1月6日～1月8日
　　 13:00~17:30

　　(240分×3日）

　　　720分

22000円

(税込）

中3　       C日程

私立入試直前講座　実践ゼミ　（4日間）コードO

私立高校入試の直前対策です。①英語は長文読解、並び替え作文②国語

は評論文記述、古文、漢文、文法系問題③数学は関数と連立方程式の最

後のまとめを行います。気持ちが安定してくるシンバならでは直前対策です。安

心して当日を迎えてもらいます。

1月28日(土曜)

1月29日(日曜)

2月4日(土曜)

2月5日(日曜)

　　13:00~19:00

 

　　(360分×4日）

　　　　1440分

32000円

(税込）

中3　      D日程

公立入試直前 !　実践ゼミ　（4日間）コードP

中学生最後の最後の講習です！

自力では難しい以下の二点をクリアします。

①暗記大量克服②大量整理整頓

★英語長文と古文、漢文を徹底強化します。

★化学物理、数学ジャンルの不安材料を一つずつ消していきます。

★社会の徹底強化。数学の得点戦略の実戦を繰り返します。

当日は盤石で臨みます。

2月25日(土曜)

2月26日(日曜)

3月4日(土曜)

3月5日(日曜)

　　10:00~18:00

 

　　(420分×4日）

　　　　1680分

32000円

(税込）

SIMBA（中学部）　冬期講習会のお知らせ　２０２2

４～5日間連続の講義は極めて効果高いです。是非ご利用ください

部活、家族旅行などで出席できない日数分の料金はお返しするシンバ独自の設定です。申込時にお知らせください。

冬休み期間　公立受験　＆　私立受験

A日程、B日程はできうる限りご参加お願いします。例年受験生全員が参加して学力、意識を大きく伸ばす指導です。

入試問題は学校の定期テストとは問題そのものが違いますので受験対策にはまとまった時間数が必要になります。

例年シンバ生はほぼ不安のない状態で本番の英語、古文、漢文に臨んでいます。「複数科目の安定感」が我々の受験戦略の基礎です。

プラス国語の記述面、数学の基礎力。理科・社会の暗記面を徹底的に充実させます。

※私立専願受験の方は事前にお知らせください。※講座終了後「自習」で教室はお使いいただけます。

　公立受験直前　＆　私立受験直前

12月16日金曜までにお申し込みくださいませ。

ラインでお申し込みも可能です。ご記入の「申込み用紙」の写メをご送付ください。



中２英、数

ハイレベル受験準備特訓　（5日間）　　コードQ

英語①関係代名詞②受動態③現在完了進行形の先行学習。

数学①因数分解②平方根の先行学習。

3学期と三年時の先取りを行います。できる問題を増やす。計算が速く正確に

なる。５日間連続で元気に頑張ってください！(^^)v

12月26日～12月30日

19:10～22:00

（160分×5日）

800分

19000円

（税込）

中２英　　（特講）

初見の英語長文＆リスニング　（5日間）コードR

初見の長文の読み方、訳し方。シンバ独自の技術を伝えます。

リスニングはなぜ聞こえないのか？どうすれば聞こえるのか？

明確に指導いたします。コードQの受講者は無料で受講できます。

1月3日～1月7日
19:30～20:50

(80分×5日）

400分

11000円

（税込）

中1英、数

ハイレベル中2準備。特訓　（5日間）　　　コードS

英語①不定詞②現在完了③比較の先行演習

数学①連立方程式②式の計算

3学期と三年時の先取りを行います。できる問題を増やす。計算が速く正確に

なる。５日間連続で元気に頑張ってください！(^^)v

12月26日～12月30日
19:10～22:00

（160分×5日）

800分

19000円

（税込）

中１英　　（特講）

初見の英語長文＆リスニング　（5日間）コードT

初見の長文の読み方、訳し方。シンバ独自の技術を伝えます。

リスニングはなぜ聞こえないのか？どうすれば聞こえるのか？

明確に指導いたします。コードSの受講者は無料で受講できます。

12月26日～12月30日
17:30～18:50

(80分×5日）

400分

11000円

（税込）

SIMBA（中学部1年生、2年生）　冬期講習会のお知らせ　２０２2

４～5日間連続の講義は極めて効果高いです。是非ご利用ください

部活、家族旅行などで出席できない日数分の料金はお返しするシンバ独自の設定です。申込時にお知らせください。

12月16日金曜までにお申し込みくださいませ。

ラインでお申し込みも可能です。ご記入の「申込み用紙」の写メをご送付ください。



　　　小6　英語　　中学準備　　第①弾　コードU

公立中学１年の教科書を使います。今年度より教科書は極端に難化してい

ます。従来の曜日(Wednesdayなど)と月名(februaryなど)が書ければ

OK！というテストではなくなっています。かなりの負担がかかります（現実は曜

日、月名は文字に慣れていてさえ覚えにくいものですが）。うそのようですが今

年度よりの学校教科書は中2で『大学受験』覚える単語を生徒に要求してい

ます。

とっくに破綻している日本の英語教育がさらにどこに行くのか？危惧するもそうな

んですが、その前に子どもたちに万全の準備を提供したく思います。この講座で

十分な準備をしてください。春季講座にこの第②弾を行います。

小学5年生も受講可能。

1月3日～1月7日
15:30～16:30

60分×5日

300分

9000円

（税込）

　　　小6　❛数学❜　　中学準備　　第①弾　コードV

数学も公立中学１年の教科書を使います。算数から数学に変わる重要なと

ころです。将来的に最も重要なのは式の変形です。

例えば　　　ax ＋b　＝３　　　→　　  x ＝　(３－b)　/　a

のように式を素早く自分の望む通りに形を変えることさえできればどんな単元に

なっても80点は確保出来ます。

しかし一般に中学生は（高校生も）これが苦手です。基礎の基礎なのに・・・

学校などで式の変形を暗記するよう習うからです。暗記ではなくて理解して気

持ちよく素早くさばくトレーニング。これも春季講座にこの第②弾を行います。

1月3日～1月7日

16:40～17:40

60分×5日

300分

9000円

（税込）

　　　小6　国語　　中学準備　　第①弾　コードW

国語も中学教科書を使用します。実は水曜日の小6国語のクラスは既に中1

の現代文、古典（竹取物語、中国故事の漢文）を扱っています。それを通し

て、中学高校の『国語のベース』を構築中です。

現在クラス国語を取られていない方はぜひこのチャンスにどうぞ。現在国語を取

られている方にも新分野をご用意しています。小学5年、4年生も受講可能。

12月26日～12月30日
19:10～20:10

60分×5日

300分

9000円

（税込）

上記二つの講座

(コードU,V)を

セットでお申し込

みの方はこの講

座は無料で提

供いたします。ご

利用くださいま

せ。。

12月16日金曜までにお申し込みくださいませ。

ラインでお申し込みも可能です。ご記入の「申込み用紙」の写メをご送付ください。

SIMBA（小学部）　冬期講習会のお知らせ　２０２2

４～5日間連続の講義は極めて効果高いです。是非ご利用ください

部活、家族旅行などで出席できない日数分の料金はお返しするシンバ独自の設定です。申込時にお知らせください。



冬期講習会申込書 

（備考欄）

≪フェアー設定≫

部活、家族旅行などで出席できない日数分の料金はお返しする設定です。申し込み時に備考欄でお知らせください。

突然の病欠、学校での補講、自習が理由の際は適用されません。

それ以外に何らかのご事情がある方は電話にてご相談ください。善処いたします。

※スケジュールをよくご確認の上お申し込みください。一部定員が５名程度のクラスもございます。全てのクラスは先着順です。

SIMBA　冬期講習会のお知らせ　２０２2

平素より格別のお引き立てありがとうございます。シンバの米田でございます。いよいよ寒くなってまいりました。北区はまた少し長めの冬に

入りますね。皆様、暖かくしてください。くれぐれもご自愛くださいませ。

冬期講習会のお知らせです。

受験生たちは受験期を迎えています。

受験生にとっては入試に向けた最後のふんばりどころです。

また、受験学年ではない方たちもこの冬期講習は「子供たちに変化を与える貴重な機会」です。

一週一度の講義とは違い、5日間連続となります。極めて教育効果が高いです。是非ご利用くださいませ。

家族のみなさんと楽しいクリスマス、お正月もあります。スイッチも切り換えて年末年始はじっくり教室に腰を据えて頑張って欲しいと思いま

す。自習室も大みそか夜11時まで開いています。例年ささやかながら年越しそばをふるまわせていただいています。

厳しく暖かい教室で最後まで挑戦する姿勢を貫いてくれることを祈ります。

以下が申込書用紙でございます。ご検討の上皆さんのご参加を願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SIMBAスタッフ一同

保護者様　緊急連絡携帯番号（　　　　　　　　　　　　　）

12月16日金曜までに受講費を添えてお申し込みください。

生徒氏名(            　　                )学年(               ) 　　ご兄弟分氏名(                          )　学年(               )  

選択講座　上記赤字のコード名でご記入ください。　　(       )(       )(       )(       )(       ) 受講費（　　　　　　　　　　）円


