40 講座

全

オンライン

英検対策・文法講座を 1 講座からピンポイントに学習できます

8/3

前期

(月)～

7

(金)

/

8/24

後期

28

(月)～

(金)

1 日 2 回オンラインにて開講

①17:30-19:20

②19:30-21:20

1 講座 2,000 円（税別）入会金不要
お申込は WEB またはお電話にて受付中☞
竹原英語スクール☎03-3397-8019

0

2020 年竹原英語スクール＜夏期集中単科コース＞のご案内
●集中単科コースは１講座から受講可能です。「英検対策講座」と「中学生・高校生文法講座」をご用意しています。
夏休みの間に、文法項目の強化と英検対策を行いましょう。
●オンラインにてレッスンを行います。ご自宅にて受講可能です。
❖日時

８月３日(月)～８月７日(金) / ８月 24 日(月)～８月 28 日(金)
①17:30-19:20

②19:30-21:20

❖費用

１講座 2,000 円(税別)

※外部生の方もご受講いただけます。入会金は不要です。

❖お申し込み方法

専用サイト（URL：https://tanka.takehara-eng.tokyo）
またはお電話（TEL: 03-3397-8019）にてお申し込みください。
１講座から受講可能です。

❖お支払方法

申込フォーム QR コード
↓

在校生の方 お月謝に合算してお引き落としになります。
外部生の方 請求書を送付させて頂きお振込となります。

❖キャンセルポリシー

◍8/3~8/7 の講座…7/31（金）までキャンセル・変更が可能です。
◍8/24~8/28 の講座…8/21（金）までキャンセル・変更が可能です。
※上記期限以降のキャンセルはできません。別の単科講座に変更してのご受講は可能です。

❖レッスンの受講方法

PC・スマホでご利用いただけるアプリ「Zoom」によるオンラインレッスンです。
レッスンの受講については、以下の「オンラインレッスンの受講の仕方」をご確認下さい。

オンラインレッスンの受講の仕方
➀授業を受ける前の事前準備
１）スマホ・タブレットにて授業を受講される方は、Zoom アプリをダウンロードしてください。
または PC にてメール受信をしてください。
２）ご登録のメールアドレスへ、レッスン前日までに「招待 URL/ID/パスワード」をお送りいたします。
②レッスン当日
１）授業開始５分前を目安に、「招待 URL」をクリックしてアクセスしていただくか、
アプリから参加される場合は、ID/パスワードでログインして、授業(ミーティング)へご参加ください。
※参加時のアカウント名は、参加者確認のため本名で設定してください。
２）順次、各先生より参加承認されるまでお待ちください。
３）承認され次第、授業(ミーティング)への参加は完了です。
※講師の音声が聞こえるかどうか、各自デバイスの確認をしてください。
※講師の画面を固定して見えるように設定してください。
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◈英検対策講座◈
4級
対策

3級
対策

準２級

対策

日

時間

8/24

17:30-19:20

8/24

※内容の詳細は、３ページからの説明をご覧ください。
日

時間

4 級＜筆記＞

8/3

17:30-19:20

２級＜語彙・文法＞

19:30-21:20

4 級＜リスニング＞

8/3

19:30-21:20

２級＜ライティング＞

8/7

17:30-19:20

3 級＜語彙・文法＞

8/6

17:30-19:20

２級＜長文 1＞

8/7

19:30-21:20

3 級＜ライティング＞

8/6

19:30-21:20

２級＜リスニング１＞

8/25

17:30-19:20

3 級＜長文＞

8/28

17:30-19:20

２級＜長文２＞

8/25

19:30-21:20

3 級＜リスニング＞

8/28

19:30-21:20

２級＜リスニング２＞

8/4

17:30-19:20

準 2 級＜語彙・文法＞

8/5

17:30-19:20

準 1 級＜語彙＞

8/4

19:30-21:20

準 2 級＜ライティング＞

8/5

19:30-21:20

準 1 級＜ライティング＞

8/7

17:30-19:20

準 2 級＜長文１＞

8/27

17:30-19:20

準 1 級＜長文＞

8/7

19:30-21:20

準 2 級＜リスニング１＞

8/27

19:30-21:20

準 1 級＜リスニング＞

8/26

17:30-19:20

準 2 級＜長文２＞

8/26

19:30-21:20

準 2 級＜リスニング２＞

◈中学生文法講座◈
日

時間

学年

8/3

17:30-19:20

中 1~2

8/3

19:30-21:20

8/4

レッスン項目

２級
対策

準１級

対策

レッスン項目

◈高校生文法講座（8/5,6：集中特訓４講座）◈
日

時間

学年

be 動詞・一般動詞*

8/24

17:30-19:20

中 2~3

不定詞（基本）

中 1~2

３単現（一般動詞）*

8/24

19:30-21:20

中 2~3

不定詞（応用）

17:30-19:20

中 1~3

疑問詞疑問文

8/25

17:30-19:20

中 1~3

発音・アクセント

8/4

19:30-21:20

中 2~3

助動詞

8/25

19:30-21:20

中 2~3

動名詞

8/5

17:30-19:20

高 1~3

高校集中特訓：時制

8/26

17:30-19:20

中 2~3

比較

8/5

19:30-21:20

高 1~3

高校集中特訓：仮定法

8/26

19:30-21:20

中 2~3

分詞・関係代名詞

8/6

17:30-19:20

高 1~3

高校集中特訓：

不定詞
動名詞

8/27

17:30-19:20

中 1~2

be 動詞・一般動詞*

8/6

19:30-21:20

高 1~3

分詞
高校集中特訓：分詞構文

8/27

19:30-21:20

中 1~2

３単現（一般動詞）*

8/28

17:30-19:20

中 1~3

進行形・過去形

8/28

19:30-21:20

中 1~3

未来形・時制のまとめ

*8/3 と 8/27 は同じ内容となります

レッスン項目
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レッスン項目

【各講座の詳細】

◈英検対策講座◈
8/24 月 17:30
４級
対策

〈筆記〉
8/24 月 19:30
〈リスニング〉
8/7 金 17:30
〈語彙・文法〉
8/7 金 19:30

３級
対策

〈ライティング〉
8/25 火 17:30
〈長文〉
8/25 火 19:30
〈リスニング〉
8/4 火 17:30
〈語彙・文法〉
8/4 火 19:30
〈ライティング〉
8/7 金 17:30

準2級
対策

〈長文１〉
8/7 金 19:30
〈リスニング１〉
8/26 水 17:30
〈長文２〉
8/26 水 19:30
〈リスニング２〉

【対象】 中１～中３

4 級対策◆長文の解き方を練習

単語の学習と長文の解き方を学びます。長文は代名詞の言いかえから、本文のどこに答えが書いて
あるかを探す練習を行います。単語だけを見て、誤った答えを選ばないように注意！
【対象】 中１～中３

４級対策◆リスニング＋ミニテストにチャレンジ！

対話文や説明文を聞いて質問に答えるリスニングのコツを伝授します。筆記試験＋リスニングのミニテス
トも行います。苦手な分野を把握し、試験本番までの対策につなげましょう。
【対象】 中１～高１

３級対策◆大問１対策！

３級に頻出の単語を品詞別(動詞・名詞・形容詞・副詞等)にまとめ、大問１の語句空所補充問題
の対策をしっかりと行います。頻出の文法事項もおさえましょう。
【対象】 中１～高１

３級対策◆スコアの高いライティングを

３級のライティングは 25~35 語の文章を書きます。採点基準の「内容」「適した語彙」「正しい文法」
をしっかりとクリアする、スコアを上げるライティング力をつけていきましょう。
【対象】 中１～高１

３級対策◆長文問題を得意に

３級から長文問題の問題数が増えます。答えの根拠を本文から的確に探す練習を徹底し、短時間
で長文問題を解く力をつけていきましょう。
【対象】 中１～高１

３級対策◆リスニングを徹底練習！

リスニングの問題数は全部で 30 問です。第２部・第３部は２回ずつ音声が流れますが、第１部は
１回しか流れません。聞き逃しをしないように聴き取るコツを伝授します。
【対象】 中１～高３

準２級対策◆大問１対策！

準 2 級に頻出の単語を品詞別(動詞・名詞・形容詞・副詞等)にまとめ、大問１の語句空所補充
問題の対策をしっかりと行います。頻出の文法事項もおさえましょう。
【対象】 中１～高３

準２級対策◆スコアの高いライティングを

準２級のライティングは 50~60 語の文章を書きます。採点基準の「内容」「適した語彙」「正しい
文法」をしっかりとクリアする、スコアを上げるライティング力をつけていきましょう。
【対象】 中１～高３

準２級対策◆長文問題を得点源に！

準２級の長文は、3 級に比べると難易度がグッと上がります。語彙力を元に、長文読解のコツを伝授
します。
【対象】 中１～高３

※8/26 と内容は異なります。

準２級対策◆リスニング力 up

準２級のリスニングは、音声全体の内容把握が必要になります。一部分だけが聞き取れても、正解に
はたどりつけません。聞き取りのコツを学びましょう。
【対象】 中１～高３

※8/26 と内容は異なります。

準２級対策◆長文問題を得点源に！

長文問題で確実に得点できるように、文章の流れをつかむ練習を行います。接続詞や言いかえ表現
から答えを見つけるポイントも伝授します。
【対象】 中１～高３

※8/7 と内容は異なります。

準２級対策◆リスニング力 up

英語を聞いてから、頭の中で和訳するという作業をしていませんか？英語を英語のまま理解する練習
をしていきましょう。

※8/7 と内容は異なります。
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◈英検対策講座◈
8/3 月 17:30
〈語彙・文法〉
8/3 月 19:30
〈ライティング〉
8/6 木 17:30
２級
対策

〈長文１〉
8/6 木 19:30
〈リスニング１〉
8/28 金 17:30
〈長文２〉
8/28 金 19:30
〈リスニング２〉
8/5 水 17:30
〈語彙〉
8/5 水 19:30

準１級
対策

〈ライティング〉
8/27 木 17:30
〈長文〉
8/27 木 19:30
〈リスニング〉

【対象】 中１～高３

２級対策◆大問１対策！

2 級に頻出の単語を品詞別(動詞・名詞・形容詞・副詞等)にまとめ、大問１の語句空所補充問題
の対策をしっかりと行います。頻出の文法事項もおさえましょう。
【対象】 中１～高３

２級対策◆スコアの高いライティングを

２級のライティングは 80~100 語の文章を書きます。採点基準の「内容」「適した語彙」「正しい
文法」をしっかりとクリアする、スコアを上げるライティング力をつけていきましょう。
【対象】 中１～高３

２級対策◆長文問題を得点源に！

長文問題で確実に得点できるように、文章の流れをつかむ練習を行います。話の内容や論理展開を
意識し、選択肢に惑わされない方法を習得します。
【対象】 中１～高３

※8/28 と内容は異なります。

２級対策◆リスニング力 up

音声を聞いている間に最初の内容を忘れてしまう、ということはないですか？次々と流れる問題に対応
する練習をしていきます。
【対象】 中１～高３

※8/28 と内容は異なります。

２級対策◆長文問題を得点源に！

2 級の難関の１つは長文問題です。長い英文をしっかりと読む姿勢を身に着け、英文の段落構成を
意識する読み方をマスターしましょう。
【対象】 中１～高３

※8/6 と内容は異なります。

２級対策◆リスニング力 up

ディクテーションやシャドーイングなどのリスニングの練習方法を学びます。2 級のリスニングのスピードに
徐々に慣れていくことができるはずです。
【対象】 中 1～高３

※8/6 と内容は異なります。

準１級対策◆語彙マスター

準１級の語彙内容は英検２級よりもさらにレベルアップします。大学中級程度の高いレベルですが、
出題傾向を知り、頻出の単語をマスターしていきましょう。
【対象】 中 1～高３

準１級対策◆スコアの高いライティングを

準１級のライティングは 120~150 語の文章を書きます。まずはワード数をクリアすることと、自分の
意見を明確に英語にする練習をしていきましょう。
【対象】 中１～高３

準１級対策◆難解な長文に挑戦！

準１級の長文のテーマは、自然科学・科学技術・環境・社会情勢・文化・医療・教育など多方面に
わたります。短時間で段落ごとの論点を見つける練習を行います。
【対象】 中１～高３

準１級対策◆徹底！リスニング練習

準１級のリスニング問題は、英検２級よりもさらにレベルが上がります。音声のスピードに慣れることと、
短時間での内容把握の練習を徹底して行います。
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8/3～8/4 ≪ 中学生文法講座 ≫
17:30
8/3
月

be 動詞・一般動詞
19:30
3 単現（一般動詞）
17:30

8/4
火

疑問詞疑問文
19:30
助動詞

【対象】 中 1～中２

be 動詞と一般動詞の違いは？

8/27 と同内容

be 動詞・一般動詞の使い分けをマスターします。be 動詞と一般動詞を誤って一緒に使っていません
か？肯定文・否定文・疑問文の作り方から、英作文の練習まで行います。
【対象】 中１～中２

3 単現の S を忘れていませんか？

8/27 と同内容

一般動詞は、現在形では主語によって使い分けをします。「主語が he, she, it などの 3 人称単数の
場合、一般動詞に s・es をつける」という基本ルールが身についていますか？
【対象】 中１～中３

疑問文をマスター！

疑問詞疑問文を正しく書けますか？ 5W1H の「疑問詞」から、疑問文の作り方までしっかりと学習し
ます。”疑問詞が主語の場合の疑問文”や疑問文の答え方も丁寧に練習します。
【対象】 中２～中３

助動詞の用法・表現を一気にマスター！

助動詞 can は「～できる」だけではなく、複数の意味を持っています。他にも may, must の色々な
用法や書き換え表現、should や had better など多様な助動詞を学びます。

8/5～8/6 ≪ 高校生文法講座～集中特訓４講座～ ≫
17:30
8/5
水

高校：時制
19:30
高校：仮定法
17:30

8/6
木

高校：不定詞・動名詞
19:30
高校：分詞・分詞構文

【対象】 高１～高３

時制の使い分けをマスター

英語では、何よりもまず「時制」が重要です。 現在形・過去形・未来形・進行形・完了形まで徹底的
に時制をマスターします。高 1 の 1 学期の復習に最適です！
【対象】 高１～高３

“仮定法”は英検でも入試でも重要です！

仮定法とは、「もし～であれば」と事実と異なることを仮定する表現です。難しい単元に思われますが、
基本パターンは 5 つほどです。パターンをしっかり覚えれば、得点源となる文法です！

不定詞と動名詞は基本の文法です！

【対象】 高１～高３

不定詞と動名詞のそれぞれの働きや意味、慣用表現をまとめておさえます。また、入試でも出題の多い
不定詞と動名詞の使い分けをしっかりとマスターしましょう。

分詞から知覚動詞・使役動詞まで！

【対象】 高１～高３

苦手な人も多い「分詞」の項目を、現在分詞・過去分詞の違いから学習します。知覚動詞・使役
動詞や、分詞構文の使い方も学習します。多岐にわたる分詞の使い方を一気にマスターします。

≪竹原先生おすすめの夏休み中に強化したい単元≫
◎中１の方 ➢ 「be 動詞」「一般動詞」「３単現（一般動詞）」「疑問詞」
・・・特に一般動詞・３単現は、２学期に向けて必須です！
◎中２の方 ➢ 「進行形」「過去形」「未来形」「助動詞」「不定詞（基本）」「動名詞」
・・・中２は重要な文法項目が多いですが、中でも時制・不定詞は確実に！
◎中３の方 ➢ 「不定詞（応用）」「分詞」「関係代名詞」
・・・夏休み中に全ての文法項目の理解を深めておきましょう。英語を伸ばすチャンスです！
◆高１の方 ➢ 「時制」「分詞」「分詞構文」
・・・高１・１学期の学習で時制は必須です！完了進行形まで完璧ですか？
◆高２・高３の方 ➢ 「仮定法」「不定詞・動名詞」「分詞・分詞構文」
・・・特に仮定法は高校英語の重要単元です。夏休みで確実にしておきましょう。
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8/24～8/28 ≪ 中学生文法講座 ≫
17:30
8/24
月

不定詞（基本）
19:30
不定詞（応用）
17:30

8/25
火

発音・アクセント
19:30
動名詞
17:30

8/26
水

比較
19:30
分詞・関係代名詞
17:30

8/27
木

be 動詞・一般動詞
19:30
３単現（一般動詞）
17:30

8/28
金

進行形・過去形

【対象】 中２～中３

不定詞の３用法とは？

不定詞とは、「to+動詞の原形」です。基本の３用法をまとめ、それぞれの使い分けをしっかりと理解し
ます。不定詞は、英検 4 級・3 級でも必須の項目です。
【対象】 中２～中３

“不定詞の応用表現”は英検でも入試でも重要です！

不定詞の応用表現を学びます。It~to 構文や too~to 構文、enough to などは英検 3 級で必須
の項目です。ライティング・英作文でも使うことができれば、表現力豊かな文章を書くことができます。
【対象】 中１～中３

発音記号＋発音のルールを学ぼう

発音問題やアクセント問題に苦戦していませんか？発音記号は読めますか？学校では中々習わない
発音記号から、発音・アクセントのルールまで解説します。
【対象】 中２～中３

不定詞と動名詞の使い分けをマスター！

動名詞とは、「動詞の原形＋ing」です。基本の使い方や、前置詞と用いる表現を学びます。また、
非常に大切な不定詞との使い分けもしっかり覚えましょう。
【対象】 中２～中３

比較表現をマスター！

原級・比較級・最上級を学習します。基本の使い方から、最上級の書きかえなどの応用表現まで扱い
ます。英検 4 級にも出題される範囲です。
【対象】 中２～中３

関係代名詞を使いこなそう！

中学生の重要文法項目は関係代名詞です。関係代名詞の働きや、who, which, whose, that
の使い分けを学びます。また、現在分詞・過去分詞と関係代名詞の書きかえも練習します。
【対象】 中 1～中２

be 動詞と一般動詞の違いは？

8/3 と同内容

be 動詞・一般動詞の使い分けをマスターします。be 動詞と一般動詞を誤って一緒に使っていません
か？肯定文・否定文・疑問文の作り方から、英作文の練習まで行います。
【対象】 中１～中２

3 単現の S を忘れていませんか？

8/3 と同内容

一般動詞は、現在形では主語によって使い分けをします。「主語が he, she, it などの 3 人称単数の
場合、一般動詞に s・es をつける」という基本ルールが身についていますか？
【対象】 中１～中 3

過去形を学んで表現を広げよう！

be 動詞・一般動詞の基本を理解できたら、次の段階として、「現在進行形」「過去形」をおさえましょ
う。英検 5 級にも出題される単元です。

19:30

【対象】 中１～中 3

未来形・

英語の基本は動詞です。現在形・過去形・未来形・進行形の基本の形を総まとめします。「現在形」と

時制のまとめ

時制のミスを失くそう！

「現在進行形」の違いなど、あいまいになっている知識を確実にしましょう。
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竹原英語スクール
杉並本校 杉並区井草 5-5-16 SunnyHill 井草千川通 2F
荻窪校

久我山校

茗荷谷校

田無校

光が丘校

私立学校別

吉祥寺校

Tel: (代表) 03-3397-8019 / Fax: 03-3397-8031
HP: https://www.tes-hp.com
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上石神井校

