新高１へ～高校生の勉強はこうだ！
ポイント１ ライバルに負けるな！
高校生になると、周りのライバルも自分のレベルと同じ人たちばかりなのです。ですから、中学校と違い、
自分の頑張り次第で、学年トップ 10 位になることもできるし、逆に下位層に入ってしまうこともあるのです。
ここで学年トップ 10 位を狙う方法は次の２つです。
①スタートラインはみんな同じ。春期講習で高１の先取りをすることで、スタートダッシュを決めよう！
②差がつくのは入学してから。真の力をつける継続授業で次の目標に向かって走り出そう！

ポイント２

英語・数学がカギになる！

積み重ねの科目と言われる、英語と数学は絶対に苦手な単元を作ってはいけない科目です。しかし、英語は
いわゆる「コミュ英」
「英表」の２科目、数学は「数学Ⅰ」
「数学Ａ」の２科目が高１で行われ、単純に進むス
ピードは中学生の授業の倍になり、難易度も格段に上がります。また、進学校であればあるほど、高１の３月
まで。ではなく、高１の 12 月までに高 1 の内容が終了し、高２の内容に入っていきます。つまり、この２
教科をしっかりと攻略するためには、早め早めの対策と学校以外にも自分で勉強を進めることが必要不可欠
ということになります。

ポイント３

大学受験と高校受験の難易度はケタ違い！

大学受験の倍率は 4.0 倍、5.0 倍が当たり前の世界です。ライバルが北海道～九州まで全国の人たちにな
るため、このような倍率になります。また、大学受験のライバルには浪人生も入ってきます。このような激戦
を勝ち抜くためには、高 1 から大学受験を見据えた勉強が必要になります。大事な高 1 の勉強でスタートダ
ッシュをするのが、この春期講習になります。

各科目のポイントはこれだ！
● 数学Ⅱの新しい関数へ向けての準備！

主な指導項目
２次関数
図形と計量
式と証明
場合の数・確率
図形の性質 整数の性質
データの分析
など

数学Ⅱの単元の半分は「関数」
。ⅠＡで学習した２次関数，三角比など
！
がパワーアップして再登場するぞ。しかし，どの関数でも「最大・最小」
や「共有点の個数」など系統が似ている問題が多く，解法も似たものを
使う。ここでしっかり「関数の解法の基本」を押さえておくことが，数
Ⅱの関数の習熟を左右する！
また，実はⅠＡの中では一番難しい，と言われている場合の数・確率分
野には，入試ではどのように出題されているのか？をテーマに，入試の
問題をメインに扱う。確率に自信がないならば春のうちに克服しよう！

● 新高２が苦手な分野を得意分野に変える！
多くの新高２生が苦手とする特に「比較」は、必ずこの機会に徹底
的に復習をしよう。関係詞は英語の核となる分野。ここを理解せずに
英語力を向上させることは考えづらい。今身につけておくべき項目を
コンパクトに伝えていく。
どのようにしたら長文をスラスラ読めるようになるか、悩んでいる
生徒には必須の講座。英文法編とリンクした各種重要構文を用いた英
文を丁寧に読み込んでいく。その中で、英文読解のコツや適切な日本
語訳の作り方を紹介する。語彙力の養成にも繋がるので、英単語が苦
手な生徒は積極的に活用して欲しい。

主な指導項目
関係詞
仮定法
比較
否定構文
譲歩・条件・仮定構文

比較構文

● 入試対策スタート！現役合格への第一歩！
！

主な指導項目
方程式と不等式，
２次関数 図形と計量，
平面図形 確率，論理と集合
複素数と方程式，指数・対数
三角関数・図形と式，微分・積分
数列・ベクトル など

現役合格する生徒は，平均点の低い図形と計量・平面図形の融合問題
でも高得点を取る。二次試験では必須の確率の対策を中心に，難易度に
関係なく高得点を維持するための対策をはじめよう！
文系・理系問わず，ⅡＢにおいて最重要項目は「微積」「数列」「ベク
トル」だ。文系にとってはこの３単元が入試に出題されないことはあり
えない。理系はこの３単元なくして数学Ⅲの十分な理解は難しい。ここ
で出遅れないためにも，再度基本から発展問題まで幅広く復習＋演習を
しよう。すべては大学現役合格のために！

● 入試長文へのステップアップ！
英文法の核となる時制・準動詞を中心に総復習しよう。高１の時の
あやふやな文法知識を確実なものにするために、演習問題を通じて総
まとめを行う。
長文を確実に読解することに苦手意識を持つ生徒は春から準備をス
タートさせる。各種重要構文を用いた英文を丁寧に読み込んでいく。
その中で、英文読解のコツや適切な日本語訳の作り方を紹介する。さ
らに、当講座は語彙力の養成にも繋がるので、英単語が苦手な生徒は
積極的に活用して欲しい。

主な指導項目
関係詞
仮定法
比較
否定構文
譲歩・条件・仮定構文

比較構文

新高１

科目
回数

受講料
教材費

公立高校に進学した人へ

公立高英数９回
先取りコース

公立高英/数６回
先取りコース

私立高英数９回
先取りコース

私立高英/数６回
先取りコース

英・数
(５回＋４回)
授業９時限
＋ テスト 2 回

英／数
(６回)
授業６時限
＋ テスト 2 回

英・数
(５回＋４回)
授業９時限
＋ テスト 2 回

英／数
(６回)
授業６時限
＋ テスト 2 回

35,000 円

25,000 円

35,000 円

25,000 円

→特割で 17,500 円

→特割で 12,500 円

→特割で 17,500 円

→特割で 12,500 円

（税込 19,250 円）

（税込 13,750 円）

（税込 19,250 円）

（税込 13,750 円）

3,000 円(税込 3,300 円)

テスト
新高１

私立高校に進学した人へ

1,500 円(税込 1,650 円)

高校から出されたの課題・宿題を進めたい人へ

苦手を克服してから、高校の学習に進めたい人へ

★高校課題対策コース★

★苦手科目克服コース★

国・数・英
(各３回)

数・英
(各３回)

回数

授業９時限
＋テスト２回

授業６時限
＋テスト２回

36,000 円

26,000 円

→特割で 18,000 円

→特割で 13,000 円

（税込 19,800 円）

（税込 14,300 円）

教材費

新高３

国・数・英から選択
２教科以上の受講から可能です。
２教科６回 ３教科９回が基本。
苦手科目は１教科で６回も可能。

２講座６回 25,000 円
→特割で 12,500 円（税込 13,750 円）
３講座９回 35,000 円
→特割で 17,500 円（税込 19,250 円）
1 教科あたり 1,500 円(税込 1,650 円)

テスト

新高２

1,500 円(税込 1,650 円)

4,250 円→特割で 2,125 円（税込 2,338 円）

科目

受講料

3,000 円(税込 3,300 円)

4,250 円→特割で 2,125 円（税込 2,338 円）

英数をまんべんなく学習したい人へ

学校の課外学習との両立をしたい人へ

１２回英数
総仕上げコース

課外学習両立型
英数６回コース

６回英語／数学
総仕上げコース

課外学習両立型
英語／数学３回ｺｰｽ

科目

英・数(各６回)

英または数(６回)

英・数(各３回)

英または数(３回)

回数

授業１２時限
＋ テスト 2 回

授業６時限
＋ テスト 2 回

授業６時限
＋ テスト 2 回

授業３時限
＋ テスト 2 回

受講料
教材費
テスト

45,000 円

25,000 円

25,000 円

15,000 円

→特割で 22,500 円

→特割で 12,500 円

→特割で 12,500 円

→特割で 7,500 円

（税込 24,750 円）

（税込 13,750 円）

（税込 13,750 円）

（税込 8,250 円）

6,000 円(税込 6,600 円)

3,000 円(税込 3,300 円)

6,000 円(税込 6,600 円)

4,250 円→特割で 2,125 円（税込 2,338 円）

3,000 円(税込 3,300 円)

学校毎の進度に合わせ
新高２

て実施！

新高３

私立高生専用
英数６回コース

教材持込可。
学校の宿題も OK

苦手を克服して、確実に点を取る

フリープラン

★苦手科目克服コース★

科目

英・数(各３回)

英･国･数から選択

回数

授業６時限
＋テスト２回

1 講座３回～４講座１２回

受講料

25,000 円

３講座９回 36,000 円

→特割で 12,500 円

→特割で 18,000 円

（税込 13,750 円）

教材費

6,000 円(税込 6,600 円)

テスト

◇日程

（税込 19,800 円）

英・国・数から選択
２教科以上の受講から可能です。
２教科６回 ３教科９回 ４教科１２回が基本。
苦手科目は１教科で６回も可能＋テスト 2 回

２講座６回 25,000 円
→特割で 12,500 円（税込 13,750 円）
３講座９回 35,000 円
→特割で 17,500 円（税込 19,250 円）

持込み教材を利用可

1 教科あたり 3,000 円(税込 3,300 円)

4,250 円→特割で 2,125 円（税込 2,338 円）

※受講者数により変更の可能性があります。１日に２コマ受講することも可能です。

・３月 21 日（日）

：弱点診断テスト

・３月 26 日（金）～４月４日（日）
：個別指導授業（この中から日程を選んで下さい）
・４月 ２日（金）

◇時間帯

：実力診断テスト

※受講者数により変更の可能性があります。１日に２コマ受講することも可能です。

09:30-10:40／10:50-12:00／13:00-14:10／14:20-15:30
15:40-16:50／17:10-18:20／18:30-19:40／19:50-21:00

の全８枠

◇お申込み～受講開始まで
Step１
↓
Step２
↓
Step３
↓
Step４

下記のフリーダイヤルまたはホームページからお申込み下さい。
専任カウンセラーと春の目標設定や現状の課題点、克服方法を確認します。
３／２１（日）弱点診断テストで弱点の把握を行います。
３／２６（金）～ご希望の日時で授業開始です。
個々の目標を一緒に達成しましょう！

高校

