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この夏、1学期総復習と

2学期へ万全の準備
今までに学習した内容の復習講座です。重要単元をこの夏でしっかりと定着させ、入試に向けた土台を築き、さらなる
レベルアップを図ります。先取り講座（本科講座）と組み合わせることで学習効果は確実に上がります。

受験
総合科

復
習
講
座

1学期までの復習はこの夏で完成！
サマーブリッジ（完全マスター講座）

be動詞と一般動詞の使い分け、できますか？
be動詞の文、一般動詞の文英語 分数・小数の計算もスムーズに！

文字と式数学

数学「1次方程式」、英語「3単現のS」といった、中1の最重要単元を集中的に学習します。学校の授業を先取りすることで、
これからの学習をゆとりを持って進められます。

先
取
り
講
座

2学期の準備学習（予習）で、9月以降のテストに、大きな成果を！
本科講座

3単現のＳって何？
動詞の整理、３単現のS、人称代名詞の目的格、所有代名詞英語
文章題も得意になる
１次方程式、１次方程式の文章題数学 文章の読み方、内容のとらえ方を伝授します

説明的文章、文学的文章国語
作図をして考える
光の反射と屈折、凸レンズ、音の性質理科 ヨーロッパの国名と特徴が言えますか？

世界地理（アジア州、ヨーロッパ州）社会

教科や分野の得意・不得意は一人ひとりで異なります。苦手教科の
克服、得意分野のさらなる実力アップに向けた短期集中講座です。

選
択
講
座

もっと実力アップしたい！

実力養成講座

計算問題もラクラク解ける
物質の性質、水溶液と濃度理科
今までの歴史を総まとめ
歴史［文明のおこり～平安時代の貴族社会］社会

国語のコツ 教えます
テーマ別演習「文化」「友情」、知識のまとめ国語

・ ・

勉強に「ここまででいい」、という境界線はありません。また、勉強は
志望校によって限定されるものでもありません。早い時期から、
高度な学習を積み重ね、より高度な知識力、柔軟な思考力を身に
つけることで、難関校への合格に備えます。

※プレップコースを受講するには、受講資格が必要となります。詳しくは、担当の先生または教室受付にお問い合わせください。

難関高校合格に向けた対策をしたい！

プレップコース

～難関校への架け橋～
文法のまとめと読解／語彙のまとめと読解1英A
～難関校への架け橋～
文字式、数の性質／図形の研究1数A

難関校
受験専科

ご   い

高校入試の約75％が

中2までの学習

今までに学習した内容の復習講座です。重要単元をこの夏でしっかりと定着させ、入試レベルの問題にもチャレンジし、
さらなるレベルアップを図ります。先取り講座（本科講座）と組み合わせることで学習効果は確実に上がります。

受験
総合科

復
習
講
座

中1から中2の1学期までの復習はこの夏で完成！
サマーブリッジ（完全マスター講座）

あいまいな内容をここで正しく理解しよう
be動詞と一般動詞、現在形・過去形、進行形、前置詞、未来形、助動詞英語 文章題の苦手意識を取り除きます

連立方程式、連立方程式の文章題数学

数学「1次関数」、英語「不定詞」といった、入試頻出度の最も高い単元を集中的に学習します。この夏の努力が、来年の入試に直結します。

先
取
り
講
座

2学期の準備学習（予習）で、9月以降のテストに、大きな成果を！
本科講座

不定詞って何？
品詞の整理、不定詞英語 関数が得意になる

1次関数数学 読解力をつけよう
説明的文章、文学的文章国語

クラゲって軟体動物じゃないの？
動物のなかま理科 意外と日本のことを知らない人、多いんだよね

日本地理（九州地方、中国・四国地方、近畿地方）社会

教科や分野の得意・不得意は一人ひとりで異なります。苦手教科の
克服、得意分野のさらなる実力アップに向けた短期集中講座です。

国語力こそが、すべての教科の成績を向上させます。人気のトップ講師の授業で、国語に対する苦手意識を払拭します。

選
択
講
座

もっと実力アップしたい！

国語を得意教科に！

実力養成講座

中学ベーシックウイングEX国語（映像授業）

入試で差がつく分野
物質の分解と化合、力のはたらき理科
時代の出来事・流れを整理しよう
歴史［ヨーロッパ人の来航～江戸幕府の滅亡］社会

勉強に「ここまででいい」、という境界線はありません。また、勉強は志
望校によって限定されるものでもありません。今すべきことは、志望校
にとらわれず、高度な学習を積み重ね、高度な知識力、柔軟な思考力
を身につけることです。そのことが難関校合格への準備となります。

※プレップコースを受講するには、受講資格が必要となります。詳しくは、担当の先生または教室受付にお問い合わせください。

難関高校合格に向けた対策をしたい！

プレップコース

～難関校への架け橋～
文法のまとめ／長文読解・英作文2英A ～難関校への架け橋～

式の計算／方程式／図形2数A

難関校
受験専科

※詳しくはP5をご覧ください。

説明的文章/文脈/

要点・段落/構成・要旨国語

中1 中2

実力測定 実力テストを用いて演習＆解説授業。弱点分野を発見し、この夏で克服していこう。英語・数学・国語の3教科。

実力測定 実力テストを用いて演習＆解説授業。弱点分野を発見し、この夏で克服していこう。英語・数学・国語の3教科。

集団指導でわからなかった問題をフォローしてほしい君に！ 1コマから受講が可能！

（受講例）

3単現のS①

7/25
（１日目）

3単現のS②

7/28
（2日目）

3単現のS③
否定文・疑問文

7/29
（3日目）

関数が苦手なので、集団指導の前に予習をしたい君に！
（受講例）

 1次関数（２）
直線の式

7/30
（2日目）

1次関数
演習①

8/2
（3日目）

1次関数（１）
1次関数のグラフ

7/30
（１日目）前学年のつまずき箇所をチェック！　 　 　  ▲ ▲  基本問題から再確認

わからないところをもう一度教えてほしい　 　 　 　  ▲ ▲  個太郎塾で徹底指導
個別
指導

個別
指導

個別
指導

個別
指導
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中3

各地域の公立入試および国私立の入試に共通する力を養成します。中3前半までの学習事項の復習と
後半の先取りがバランス良く組まれ、中3の学習範囲の導入がほぼ完成します。

受験
総合科

本
科
講
座

入試得点の土台は、この夏で決まる！入試最重要単元の完全理解！

この講座では、中1から中3の1学期までの学習内容の中から、特に入試に狙われやすい単元に絞り、徹底的に「解く力」を強化します。一人ひとりの生徒に
合わせて、各教科（単元）の中から“優先して学習したい教科（単元）”を組み合わせたオリジナルカリキュラムを作成します。個別カリキュラムに沿って、「演習
（アウトプット）」を徹底的に行うことで入試頻出単元の“定着度”と“得点力”を向上させていきます。わからない問題があれば、「解答解説」や「わかりやすい
映像解説」で一つひとつの課題をクリア。担当講師が一人ひとりの生徒の学習状況をチェックし、得点力強化に向けてていねいにサポートしていきます。

中1から中3の1学期までの入試頻出単元・既習事項を徹底学習で、定着度がぐんぐんアップ！
“とことん演習”

あいまいな文法を正しく理解し、長文も読めるようになる
時制、受動態、比較･分詞、関係代名詞、接続詞、いろいろな疑問文･会話表現、

リスニング、不定詞･動名詞、現在完了
英語

「不定詞・動名詞」「受動態・現在完了」「接続詞・前置詞」
長文問題を読み解けるようにするために、基本から応用表現（熟語の活用など）まで演習します。英語

入試レベルの図形の見方・攻め方　伝授します　
1・2年の復習、展開・因数分解・平方根、2次方程式、関数ｙ=ａｘ² 、相似、円　※三平方の定理（一部コースのみ実施）数学

「関数」「規則性」
最重要単元「関数」を徹底的に演習します。思考力が要求される「規則性」の要点を効率よく演習します。数学Ⅱ

「方程式」「確率」
数学の土台となる「方程式」、入試必須の「確率」について、基本から新傾向問題まで演習します。数学Ⅰ

「夏のパワーアップトレーニング」
計算、一行問題など、ミスのできない問題を徹底的に演習します。数学小問特訓（応用）

公立入試で出題される計算一行問題。

速く正確に解く練習をし、得点力を向上させていきます。
数学サマーベーシック
トレーニング（標準）

得意につながる正しい読解力を身につける
説明的文章、文学的文章の演習、短歌・俳句の演習国語
原理・原則を理解し、考えて解く力を身につける
天体・生物どうしのつながり、生物・地学・物理の実験観察、作図問題　※化学変化とイオン（一部コースのみ実施）理科
入試で出題される頻出分野
公民分野（消費生活、市場経済、財政環境、国際社会）、歴史の演習（江戸時代～現代の日本）社会

「気体と水溶液」「化学変化と物質の質量」「光と音・力と圧力」
入試によく出る実験問題を攻略します。入試で差がつく計算問題の解法パターンを強化します。理科
歴史「近現代史」
歴史分野で最も出題頻度の高い「近現代史」をピックアップ。夏にやることで、入試直前期のメモリーアップにつなげます。社会

国語力こそが、すべての教科の成績を向上させます。人気のトップ講師が、国語の攻め方を伝授。得点力が飛躍的に向上します。

選
択
講
座

時間が確保できる夏だからこそ、国語を極めよう！

9月からの本格的な入試対策に向けて、この夏に入試レベルの実戦問題にチャレンジ！

中学ベーシックウイングEX国語（映像授業）

プレップコース難関校
受験専科

※詳しくはP5をご覧ください。

説明的文章/文脈/

要点・段落/構成・要旨国語

開成、国立大附属高、早慶系列校、渋谷幕張などの最難関校の入試に出題される難問を征服するためには、高度な知識力と柔軟な思考力が
要求されます。｢プレップコース｣では、これら難関校への合格をより確実なものとするために、入試分析をふまえ、両方がバランスよく身に
つくよう工夫を凝らした授業を実施します。

入試で25点アップ！ 難関高校合格に向けたハイレベル講座「第一志望」は
絶対譲らない!
不安を自信に変える夏

演
習
講
座

復
習

※プレップコースを受講するには、受講資格が必要となります。詳しくは、担当の先生または教室受付にお問い合わせください。

文法問題／
英作文3英A 文章題／

図形／関数3数A 化学／
電流／天体3理A 歴史の

まとめ3社A運動とエネルギー／
大地の変化・気象／生物3理B

夏から
始まる

公立入
試

対策
合格突破“夏”ゼミ

『合格突破“入試攻略”ゼミ』＆『合格突破“入試実戦”ゼミ』

『合格へ！ 日帰り合宿』
集中特訓

前半の目標は、得点力のアップにあります。80%以上の受験生が正解する問題は、
取りこぼしが許されない問題です。それを意識することができれば、今後の学習に
よって取りこぼしは間違いなく減ります。また、公立・私立入試で正答率の低い問題
に取り組むことで、どんな問題で差がつくのかを知り、さらなる得点力のアップを図り
ます。後半の目標は、実戦力の養成にあります。この夏に押さえておきたい公立入試の
ポイントを学び、チャレンジします。10月以降にみなさんが立ち向かう相手の姿（過去問）
をここで知っておくことは、大きなアドバンテージになります。

公立高校の入試問題といっても、東京・千葉・神奈川･埼玉でそれぞれ特徴があり、出題数・出題形式・傾向も大きく異なります。『合格突破“入試攻略”
ゼミ』『合格突破“入試実戦”ゼミ』では、皆さんが受験される都県の入試問題に特化した対策を行います。

得点力のアップと実戦力の養成

公立高校 への コース合 格 パ ー フ ェ ク ト

公立入試が“わかる” “解ける”から“点になる”へ

『合格突破“入試攻略”ゼミ』
9月・10月

各都県の入試問題の傾向を大問（分野）ごとに分類し、「絶対に落とせない問題」

から「合否を分ける難問」まで、それぞれの問題の特徴を知り、設問への取り組み方

から解法までの攻略法を学習します。

STEP 1

『合格突破“入試実戦”ゼミ』
11月・12月・1月

実際の入試を想定し、入試問題とそっくりな問題をテスト形式で実施します。

「合格突破“入試攻略”ゼミ」で学んだことを、この講座で完成形へ引き上げ、合格

答案を作成する実戦的な総合力を鍛えます。

STEP 2

予告

難関校入試の“難問”を征服

実力テストで点がとれないので、応用力を身につけたい君に！
（受講例）

実力テスト 個別
指導

間違えた問題を講師と一緒にチェック 　 　 　 　 　 　 　 　 ▲ ▲

 間違えた原因からの指導

個別
指導
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この夏、身につけるのは

真の学力

難関高校
「合格突破」の
思考力をつける夏

名門高校
受験コース

図形って楽しい！  解ける！
体積、小数のかけ算・わり算、合同な図形算数
身近な会話表現が使えるようになる
学習テキスト「Wonder English」、「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能英語

学習内容
ことばに興味ありますか？
物語文、説明文、伝記、詩国語

小5・小6

小5
比を使いこなそう！
対称な図形、文字と式、分数のかけ算・わり算、比、データの活用算数

語彙力をつけ中学進学に備える
学習テキスト「Wonder English」、「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能英語

学習内容
興味を持たせて仕組みを理解
ものの燃え方、動物の呼吸・消化・血液、植物と水・日光、食物連鎖理科
日本の成り立ちを理解
日本国憲法、政治、天皇、貴族の世の中社会深い読解力を身につけよう

物語文、説明文、随筆文国語
小6

比を使いこなそう！
対称な図形、文字と式、分数のかけ算・わり算、比、データの活用算数

ライバルに差をつける算数
割合、比算数応用

得点力アップの読解力と記述力
漢字、読解、表現国語応用中学英語へのスタートダッシュ

学習テキスト「Wonder English」、「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能英語

学習内容

原理・原則の理解と知識の整理
ものの燃え方、動物の呼吸・消化・血液、植物と水・日光、食物連鎖理科

日本の成り立ちを理解
日本国憲法、政治、天皇、貴族の世の中社会

「読解力」と「思考力」を身につける
物語文、説明文、随筆文国語

小6

難関高校ターゲットコース小6
入試に直結する 英語Ｖテスト
小学校在学中に約1,000語の英単語習得を目指す

「Ｖテスト」システムで、英検®取得もサポートします。

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

で勉強しましょう！
EX国語EX国語EX国語EX国語中学

▼

▼

標準的な勉強の流れ1回60分

※国語の苦手な人は、次の流れで勉強しましょう。

本文解説を受講 ▼演習 ▼設問解説を受講

EX国語EX国語EX国語EX国語中学

まず問題文を読み、設問を解きます。自分の頭で
考えることが、国語力アップのポイントです。

演習
20分

先生が問題文の構成、論旨、主旨などを解説します。
板書内容はしっかりノートに書きとめましょう。

本文解説
20分

答えが導き出された理由をしっかり理解することに
意識を集中させて受講しましょう。

設問解説
20分

答えの理由を確認します。理由があいまいな問題はノート・
授業を見直して、自分の言葉で説明できるようにします。

復習
（自宅学習）

●問題文の読み方、設問の解き方、さらには記述問題の解答の書き方までわかり

やすく解説します。「予習→授業→復習」の流れでしっかり勉強すれば、国語の

得点力は目に見えてアップします。

●国語はすべての科目の土台となる科目。

　「中学ベーシックウイングEX国語」での勉強で身につけられる「読解力」「思考力」は、

他の教科の得点力アップにも役立つので、第一志望合格の可能性がグンと

高まります。

講師 斉藤 大先生
 さい とう 

だい

公立高入試から超
難関高入試まで、合

格する

ためのあらゆるノウ
ハウを熟知したカ

リスマ

講師。

圧倒的な指導力と
熱意で、受験生の

やる気

を引き出します。

EX国語EX国語EX国語EX国語中学夏から
   

始める
！！

国語の勉強の
仕方が
わからない。

良い時と悪い時の
差が大きい。

やってもやらなくても
結果は変わらない。 そんな

中学生の
みなさん！

国語力こそが、すべての教科の得点力を向上させる！！
「国語には、コツがある！」

超オス
スメ！

中2 「国語を得意教科に！」 中3 「年内完成！入試で25点アップ！」

中学ベーシックウイングEX国語　受講後の結果

今まで国語が苦手で避けてきました

が、入試のことを考え何とかしたいと

思っていました。担当の先生の勧めで

この講座を受講しましたが、文章の読

み方や注意すべき点などがよくわか

り、今までと違った感じで国語に向き

合えるようになりました。すぐに結果

はでませんでしたが、受講後の2回目

の模試で初めて偏差値60以上を取れ

ました。

県立千葉高校 合格
受講者の声M君 偏差値11UP!!

偏差値42（5回平均）
　　　　 ⇒偏差値53（4回平均）へ

30

40
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60

受講前 受講後

42

53

Kさん 偏差値12UP!!
偏差値51（5回平均）
　　　　 ⇒偏差値63（4回平均）へ
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60

70
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51

63




	2020summer_hs-2
	2020summer_hs
	2020summer_hs-1

