担当講師

宇野

◆五日市校 新高3生・高卒生 90分×3回
担当講師

久保田

講座名

これだけは問題集
数学Ⅰ
（予習不要）

日時

講座名

SA英語
（要予習）
全国模試偏差値：60以上

Adv英語
全国模試偏差値：55～59

久保田

（予習不要）

鈴木

鈴木

これだけは問題集
数学Ⅱ
<図形・三角・指数対数・微積>
（予習不要）

これだけは問題集
数学B
<数列>

3/28～3/30
18:20～19:50

3/28～3/30
20:10～21:40

センター英語の読解対策講座です。
センター英語では読解パートの配点が140点以上（70％以
上）もあります。これは、この試験が「読める人が勝つ試験
である」ということを意味します。時間配分が難しく問題形
式も特殊な読解パートの対策を、今回は第3・6問を中心に扱
いながらお伝えします。
英語が得意な人には模試での得点を伸ばすことができるよう
に、文章を読む上での着眼点や選択肢の消去法などを習得し
てもらいます。英語があまり得意でない人には何からどう勉
強していいかを具体的に知ってもらうことから始め、「読解
の勉強＝単語を覚える」というところから脱却し「どう読む
のか」「どう解くのか」をしっかりとつかんでもらいます。

3/28～3/30
20:10～21:40

本格的な文法演習・読解演習に入る前の入門講座です。なか
なか上手に英文が読めないのは、文構造がよくわからないか
ら？！
まずは英文の骨組みである文構造を確認しながら、英文解釈
に取り組みます。最終日には入試問題を扱い、読解演習も行
います。１つひとつ「わかる♪」「出来る！」を感じなが
ら、3日間集中特訓しましょう(^^)

3/28～3/30
18:20～19:50

関係詞を扱います。中学内容から丁寧に復習し、関係代名詞
と関係副詞の識別・関係詞の継続用法・関係代名詞whatの構
文等、重要事項を確認・演習していきます。入試問題にも取
り組み、模試など実践の場で対応できる力も養います。
3日間で関係詞を得意分野に変えましょう(^^)

3/21～3/23
20:10～21:40

現代文と古文に取り組みます。現代文では、基礎から入試レ
ベルまで着実にステップアップできるように読解力を身に付
けます。古文では、学校の授業で学習する古文と入試問題の
古文では大きな違いがあるので、速く、正確に読む技を習得
します。

3/25
18:20～19:50
20:10～21:40
3/26
18:20～19:50

力学はここから始まる。
加速度の本当の意味は？ 剛体の重心の求め方は？
受験生ならどう考え、どう解くべきか、丁寧に解説します。
基本から一気に入試レベルまで引き上げましょう！

3/26
20:10～21:40
3/27
18:20～19:50
20:10～21:40

受験に化学が必要なみなさんのために、学力の基礎を短期間
で養成します。最初にマスターしておきたい分野・解法の演
習を中心とした講座です。
理科は自然科学の一部であり、化学はそれを「見る方法」の
一つです。だからこそしっかりした知識と論理の組み立て
方、考察する力、そして相手に伝える力が必要です。
春期講習ではその中でも最も基本的な物質量・濃度・化学反
応と量的関係を中心に学習します。

4/1・4/2・4/4
16:30～18:00

本講座は免疫、内分泌系など動物の体内環境を扱います。
覚えるべき用語が多く苦手とする人が多い分野ですが、早い
段階でマスターしてしまいましょう。

4/3～4/5
18:20～19:50
（第1講は予習不要）

4/1
18:20～19:50
20:10～21:40
4/2
18:20～19:50

※フォロー
4/2 20:10～21:40

4/3～4/5
20:10～21:40

3/18～3/20
18:20～19:50

実は受験数学の6～7割は「暗記」です。まずは公式や頻出問
題の基本解法を頭に叩き入れた上で考えなければ、どんな有
能な生徒でも試験時間内に受験数学を解答することは不可能
です。ではどのような問題が「最低限覚えなくてはいけない
問題」なのか… その疑問に完璧に答える講座が本講座です。
Ⅰ・A・Ⅱ・Ｂを、それぞれ3日間使ってこの問題を「知
り」、「理解し」、「解ける」ようにしていきます。そして
本講座は啓仁館オリジナルシステム『Pals』形式で行いま
す。啓仁館実力講師陣がまずこの理解を補助するポイント解
説を行い、その後個々のペースで自分の手を動かして解いて
みます。つまづいた問題はその場で講師が直接個別に指導し
ます。これを終えた生徒は新学期からの受験勉強を他のライ
バルたちに一歩も二歩もリードしてスタートさせることがで
きます。そして何よりこれを乗り越えたことが自信に繋が
り、次のステップへのモチベーションとなります。ぜひ我々
とともに夢の実現へ最高のスタートを切りましょう！！

音野

Pre英語
（要予習）
全国模試偏差値：54以下

音野

Basic英語
（要予習）
全国模試偏差値：54以下

内容
旧帝大、国立大医歯薬学部、トップレベル私大を目指す人の
ための発展レベル英文解釈を扱う講座です。当たり前のこと
ですが、長文を読むためにはひとつひとつの文章を正確に読
めなければなりません。この講座では、やや難解な文章を扱
いながら、英文を読むときに注意すべき事柄を英作文なども
絡めて確認していきます。受験勉強はまだ始まったばかりな
ので、ハイレベルな内容をじっくり丁寧に説明していきま
す。

内容

宇野

これだけは問題集
数学A

日時

（予習不要）

鈴木

これだけは問題集
数学B
<ベクトル>

今井

国語
<現代文・古文>
（要予習）

3/18～3/20
20:10～21:40

（予習不要）

鈴木

SA数学Ⅲ
（予習不要）
全国模試偏差値：60以上

久保田

Adv数学Ⅲ
<極限特集>
（予習不要）

4/3～4/5
18:20～19:50

3/21～3/23
18:20～19:50

全国模試偏差値：59以下

★ 授業を行う教室は貼り出しますので、当日校舎で確認してください。

最難関大の理系学部を目指す人向けの数学Ⅲ超速習講座で
す。これらの大学の入試問題には必ずⅢからの出題がある(大
学によっては大半を占める)だけでなく、現役生と浪人生の能
力差が最も顕著に表れる分野です。3日間で数学Ⅲの約4分の
1の内容となる「微分」を基礎から徹底的にたたきこみ、レ
ギュラー講座(SAⅢ)につなげます。未習・既習は問いません
ので、将来の目標大学の偏差値が60以上の人は是非参加して
ください。モチベーションが高まること請け合いです！
国公立・私立大学の理系学部を目指す人向けの数学Ⅲ入門講
座です。数学Ⅲという分野はこれまでの数学と違って、導入
部分の敷居が非常に高く、最初でつまずいて延々とわからな
いまま受験を迎えてしまう生徒が多いのが現実です。しか
し、これらの大学の入試問題には必ずⅢからの出題があるだ
けでなく、現役生と浪人生の能力差が最も顕著に表れる分野
です。3日間で数学Ⅲの最初の重要分野「極限」を基礎から徹
底的にたたきこみます。未習・既習は問いませんので、数学
Ⅲを受験に使う人は是非参加してください！！

安平

山口

西條

物理
（予習不要）

化学
（予習不要）

生物
（予習不要）

◆五日市校 新高1生(中高一貫校) 90分×3回

◆五日市校 新高2生 90分×3回
担当講師

久保田

講座名

高2これだけは問題集A<後編>
& 数学Ⅱ<式と証明>
発展

日時

3/25～3/27
20:10～21:40

（予習不要）

久保田

高2これだけは問題集A<後編>
& 数学Ⅱ<式と証明>
基礎

3/21～3/23
20:10～21:40

（予習不要）

音野

高2発展英語
（要予習）

3/25～3/27
18:20～19:50

内容

「これだけは問題集数学」をメイン教材として扱います。こ
の問題集は、本格的な受験勉強に先立って覚えておかなくて
はいけない解法が全て入った啓仁館オリジナルの問題集で
す。
高1生には少し早いですが、これを仕上げると高2の内容や模
擬試験に絶大な効果を発揮します。定期テストや学校の授業
で不安を残したままの人には強くお勧めします！
集団解説で大まかなポイントを説明し、個々の力量に合わ
せ、机間指導時に一人ひとり徹底的にケアしていきますので
苦手な人でも大丈夫。これを完成させれば受験数学の土台が
完成するだけでなく、次のステップへの学習意欲が湧いてく
ること間違いありません。
復習をしないといけないと危機感や不安を感じているそこの
君！やる気はあるけど何から手を付けていいか困っているそ
このあなた！この講座で3学期に学習した基礎は一安心。是非
受講してください！！！

この1年間で身につけた知識を用いて実践力を養います。重要
文法事項の復習をしながら、英文解釈に取り組みます。最終
日にはその仕上げとして国公立大学の過去問にも挑戦しま
す。

担当講師

久保田

音野

音野

高2英語
（要予習）

3/21～3/23
18:20～19:50

高1数学
（予習不要）

高1英語
（第1講は予習不要）

日時

内容

4/3～4/5
20:10～21:40

中高一貫校生向けの速習講座です。中学生のときに速習に
よって学んだ内容を確実に定着させておかなければ、これか
ら莫大な量を学ぶ高校数学で成績上位を維持することは出来
ません。この講座では、数学ⅠＡの《数と式》《2次関数》に
ついて基礎を総復習し、入試問題を用いて応用力まで養成し
ます。

4/3～4/5
18:20～19:50

中高一貫校生向けの速習講座です。大学受験に向けた本格的
な英語学習に備え、中学学習内容の復習を進めます。基本事
項から発展的な重要構文まで、現時点で身につけておくべき
英文表現を定着させることが目標です。新学年に向けよいス
タートを切るためにも、ここでしっかり確認・演習しましょ
う。

≪無料オープンスクール≫ ◆五日市校 新高1生(公立高校) 60分×2回
担当講師

2年からの英語学習に備え、今まで学習した文法の重要事項を
復習します。基本確認問題から徐々にレベルアップし、入試
頻出問題まで扱います。徹底的に反復演習し、忘れてしまっ
ている文法事項や覚えきれていない構文を１つひとつつぶし
ていきましょう。そうすればきっと春から良いスタートを切
れるはず！ 一緒に頑張りましょう(^^)

講座名

久保田

講座名

日時

内容

高1数学

3/28・3/29
15:00～16:00

高校合格おめでとう！
受験が済んだばかりの君たちに、また勉強というのは気が重
いかもしれませんが、実は、この時期の「他人がやらないほ
んのちょっとの頑張り」で、気持ちのいい高校生活が送れる
かどうかが大きく左右されます。
高校の学習内容は中学校に比べ格段に難しく、スピードも早
くなります。
そして、将来「広島大学」など難関大学を考えているのであ
れば、高校一年生でのつまずきは致命的です。
20年以上の長きに渡り、大学受験専門塾として多くの先輩達
を難関大学に導いてきた【啓仁館】が、新たに高校生活をス
タートする君たちを全力でサポートします(^o^)/

（予習不要）

★ 授業を行う教室は貼り出しますので、当日校舎で確認してください。

音野

高1英語
（予習不要）

3/28・3/29
16:15～17:15

★ 授業を行う教室は貼り出しますので、当日校舎で確認してください。

●受講手続
「啓仁館 2019年度 春期講習申込書」に必要事項をご記入の上、事務までご提出ください。その際、郵
便振替用紙をお渡しします。お手数ですが、お申込み後お早めに最寄りの郵便局にてお振込みください。
なお、事前振込みが完了していない場合、当講座は受講出来ませんのでご了承ください。

●申込
申込みは3月4日(月)開始です。申込みの締切りは、各講座の開始日の3日前までですが、定員がございま
すのでお早めにお願いいたします。

●受講料(テキスト代・消費税込み)
◆春期講習入塾金
10,260円(春期講習のみ受講可)
※通年講座を引き続き受講される場合は、正規入塾金(春期入塾金10,260円を差し引いた額)が必要となります。
・4月13日(土)までにお申込みの場合
・4月15日(月)以降にお申込みの場合

正規入塾金 15,390円(キャンペーン期間中につき半額) - 春期入塾金10,260円 = 5,130円
正規入塾金 30,780円 - 春期入塾金10,260円 = 20,520円

◆高３・高卒
【1回90分×3回完成】
1講座･･･9,720円
2講座･･･19,440円
3講座･･･29,160円
4講座･･･38,880円
5講座･･･48,600円
6講座･･･58,320円
★7講座以上で「取り放題パック」料金となります。

★取り放題パック･･･59,724円（春期講習の全ての講座が取り放題となります）
◆高1・高2
【1回90分×3回完成】
1講座･･･9,720円
2講座･･･19,440円

4月13日(土)までに通年講座の入塾手続きをされた場合・・・
通常30,780円(税込)の入塾金が半額15,390円(税込)に！
さらに、※3月16日(土)までに通年講座の入塾手続きをされた場合・・・
「春期講習」１講座が無料になります！！(※五日市校春期講習２講座以上受講の方対象 )

0120-535-576（フリーダイヤル）
12:00～18:00（土日祝日を除く）
〒731-5132
広島市佐伯区吉見園2-31-2F
（五日市校本館総合事務局）

