◆高3生 90分×3回
担当

久保田

※受講レベルが記載されていない講座は、全レベル共通の講座です。

講座名

センター過去問研究
数学ⅠA
（予習必須）

日時

7/26・7/27・
7/29
19:30～21:00

内容
啓仁館では1学期に大学受験の基礎を徹底的に叩き込んで、いよい
よ2学期から本番に向けた実践演習となります。特にこの時期のセ
ンター試験対策の質により合否が大きく分かれます。ではそのため
にこの時期に何を準備しておくべきか？その疑問に応える講座で
す。
まずは敵を知らなければ質の高い戦い方などできるはずもありませ
ん。夏の間にセンター試験を徹底的に分析するのです。厳選された
センター試験の過去問を解きながら、頻出問題・先輩たちがつまず
いた問題・重点を置くべきテーマなど徹底的に分析し、2学期から
の「成功への作戦」を練りましょう！！

担当

①
関野TA
②③
音野

講座名

基礎英文法特訓
①②③
（第1講予習不要）
全国模試偏差値：59以下

※①②③より希望の講座を
選んでください。(複数受講も
可能です。但し1講座毎に受
講料がかかります。)

日時
①動詞の語法
7/24・7/25
20:10～21:40
7/27
17:40～19:10
②時制
8/5～8/7
14:40～16:10
③助動詞・仮定法
8/8・8/9
14:40～16:10
8/10
13:20～14:50

内容

文法は長文を読むうえでも大事な土台となります。センター試験や
私大入試においても、文法問題での取りこぼしは痛いですね(T_T)
そこで、高３の１学期で学習する英文法項目のうち、苦手だという
人が多い「動詞周辺」「時制」を中心に取り扱い、重要事項を徹底
確認・反復します。さらに、９月以降すべきこと・文法学習法に関
しても目標を定めお伝えします。
部活のため、ここまで思うように英語の基礎を固めることが出来な
かった人、あるいは自分で勉強してきたけれども依然として英語の
基礎力に不安のある人は是非受講しましょう。特に文系の人は必須
です。
今やっておけばまだ間に合います！！ 一緒に頑張りましょう☆

Adv数学B
鈴木

～センター試験のための
ベクトル一気完成～
（予習必須）

8/12～8/14
12:50～14:20
本講座では、数学Bのベクトルを集中的にマスターさせます。この
分野はセンター試験では第４問(最後の問題)となっているため、ゆっ
くり考える時間がほとんどありません。そのような条件下でも落ち
着いて解答するためのしっかりとした知識と、スピードアップのた
めのテクニックを一気にまとめていきます。

今井

8/8・8/9
16:30～18:00
8/10
15:10～16:40

論理的なアプローチの仕方を基礎から身につけ、しっかり得点につ
なげていきます。頻出ジャンルの知識の定着と、私大入試には必須
の40～60字記述の解答作成をメインに取り組みます。

漢文特講
（予習不要）

8/1～8/3
16:30～18:00

漢文の基礎基本から始めて、頻出かつ重要句法を習得します。その
上で良問演習を重ね、センター試験の漢文で確実に得点できるよう
に仕上げていきます。

物理

7/23
18:20～19:50
20:10～21:40
7/24
18:20～19:50

現代文特講
（予習必須）

Pre数学B
久保田

～センター試験のための
ベクトル一気完成～
（予習必須）

8/12～8/14
12:50～14:20
今井

SA数学
鈴木

～最難関受験者のための
数列・ベクトル完全攻略～
（予習必須）

数学Ⅲ
久保田

宇野

～複素数平面特集～
（初回予習不要）

センター英語
発展
（予習不要）
全国模試偏差値：55以上

音野

センター英語
基礎
（第1講予習不要）
全国模試偏差値：54以下

8/12～8/14
10:40～12:10

本講座では、数学Bの数列とベクトルを３日間で集中的にマスター
させます。この分野は苦手な人が多いにも拘らず、入試では頻出の
テーマです。難関大受験者がこの時期に覚えておかなくてはいけな
い解法・テクニック・考え方を余すことなく伝授していきます。

7/29
14:00～15:30
8/5
16:30～18:00
8/12
14:40～16:10

理系受験生は夏期の間に数学Ⅲの基礎技術を反復演習し徹底的に鍛
える必要があります。新課程になり、出題頻度が上昇している「複
素数平面」を複素数が持つ性質や図形的意味も含めてはじめから一
通り学習できるスペシャル講座です。初めて「複素数平面」に触れ
る人も、ある程度慣れてきた人も一緒に見直して、夏以降における
模試や本試験に向けて確実に点数がとれるよう頑張りましょう！

8/6/・8/13・
/8/27
16:30～18:00

今回は皆さんが苦手とする「発音・アクセント問題の対処法」「整
序問題で考えるべき３つのポイント」「第３問へのアプローチ法」
「グラフ・広告問題の目の付け所」「第5問・第６問での内容一致
問題対策」を重点的に扱います。二学期以降のマーク模試で大きく
点を伸ばすことができるよう、問題の傾向・対策だけでなく夏以降
の学習方法など、お得情報満載でお届けします。

8/1～8/3
18:20～19:50

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、センター英語というのは「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センター英語の攻略法を、今回
は第3問・第6問を中心に扱います。
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。
そして、模試での得点を伸ばすことができるよう、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。きっとこの
講義を受けた後、文章を読む時のアプローチの仕方が変わるはずで
す。

安平

山口

西條

（予習不要）

化学
（予習不要）

生物
（予習不要）

「熱」の分野を扱います。
物理の全単元の中で、最も短期間で完成するのが「熱」です。
気体の状態変化は、熱力学第一法則の本質を理解すれば大丈夫。
基本解説から始め、一気に入試レベルまで仕上げます。
さあ、得意テーマを一つ増やそう!

8/1～8/3
20:10～21:40

理論化学の頻出分野の演習をします。基本から少し応用まで、セン
ター試験の過去問を中心に学習しますが、私大・二次試験でも必須
の問題ばかりです。無機化学の内容も少し含みながら、酸化還元・
電気化学・熱化学・気体・溶液・固体・反応速度・化学平衡・酸塩
基・電離平衡の10テーマを扱います。少し分量が多くハードな内容
ですが、演習をこなし苦手分野を無くしておきましょう。

8/13
14:40～16:10
8/14
14:40～16:10
16:30～18:00

本講座では、生殖・発生分野を扱います。聞き慣れない用語がたく
さん出てくるので親しみにくい内容だとは思いますが、夏休みの間
にしっかり理解して得点源にしていきましょう。

◆高2生 90分×3回＋Pals90分×3回
担当

講座名

日時

※受講レベルが記載されていない講座は、全レベル共通の講座です。

内容

◆高1生 90分×3回＋Pals90分×3回
担当

講座名

7/30・8/1・8/3
18:20～19:50
久保田

これだけは問題集
数学Ⅱ
発展
（予習不要）
全国模試偏差値：60以上

【Pals】
8/7・8/8・8/10
①18:20～19:50
②20:10～21:40
※Palsはこの中で3コマ
出席して下さい。

7/30・8/1・8/3
20:10～21:40
久保田

これだけは問題集
数学Ⅱ
基礎
（予習不要）
全国模試偏差値：59以下

音野

発展英語
（予習必須）
全国模試偏差値：60以上

【Pals】
8/7・8/8・8/10
①18:20～19:50
②20:10～21:40
※Palsはこの中で3コマ
出席して下さい。

音野

標準英語
（第1講予習不要）
全国模試偏差値：59以下

7/25～7/27
17:40～19:10
「これだけは問題集数学Ⅱ」をメイン教材として、1学期に学習し
た「複素数と方程式」「図形と方程式」を扱います。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。
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。
この夏、ライバルと差をつけたい高2生諸君！集合！！

8/12・8/14・8/15 国公立大の過去問から様々な良問・難問を厳選し、「読む」ことに
20:10～21:40
重点を置いて講義を進めます。「読む」土台となる語彙力強化はも
ちろん、英作文にも取り組み、模試での得点アップにつながる力を
【Pals】
養います。Palsでは、もう1つの「読む」土台となる文法を基礎か
7/29～7/31
ら入試レベルまで反復演習し、徹底的に鍛えます。重要暗記構文も
①18:20～19:50
この機会に覚え直し、書く力に結びつけます。
②20:10～21:40
受験生としての意識を少しずつ高めたいこの時期、この6日間を長
※Palsはこの中で3コマ い闘いを勝ち抜くモチベーションを高める良い機会としてくださ
出席して下さい。
い。
7/22～7/24
20:10～21:40

日時

どちらかというと英語が苦手、あまり得意でないという高2生向け
の講座です。
授業では、これまでに身に着けた知識を駆使して入試レベルの英文
解釈に挑戦します。文構造をとらえ、的確に訳すポイントをお伝え
【Pals】
します。Palsでは、それと並行して「読む」力の土台となる語彙
7/29～7/31
①18:20～19:50
力・文法力を強化します。基本から発展まで繰り返し演習し、今後
②20:10～21:40
の模試で得点に結びつけられる力に変えていきます！
※Palsはこの中で3コマ 自信を持って英語に取り組めるように、この夏からしっかりと英語
出席して下さい。
に向き合いましょう！

久保田

これだけは問題集
数学ⅠA 前編
（予習不要）

【Pals】
7/29～7/31
20:10～21:40

7/29～7/31
18:20～19:50
音野

英語
（予習必須）

【Pals】
8/1～8/3
20:10～21:40

※受講レベルが記載されていない講座は、全レベル共通の講座です。

内容
「これだけは問題集数学Ⅰ」をメイン教材として、1学期に学習した
「数と式」「2次関数」を扱います。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。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。
この講座で1学期に学習した数Ⅰの基礎は一安心。是非受講してくだ
さい！

入試において長文読解力は必須です。しかしいきなり入試レベルの
長文を読んでもなかなか思うようには読めません。では何から始め
るべきか？
高1の皆さんはまず短文から訳す練習を進めていきましょう！ 夏ま
でに学習した文法事項を踏まえ、文法を考えながら英文構造をとら
える練習を行います。基礎レベルの短文から入試問題まで段階的に
演習し、長文へ対応できる力を養います！
Palsでは、夏までに学習した文法を再度徹底演習します。また英語
学習において語彙力アップも大きな課題です。そこで1学期に学習し
た単語の総復習も行います！
2学期以降の学習がスムーズになるよう、この6日間をうまく活用し
てください。

同じ頑張るなら、早寝・早起の方が良くないですか？
朝活のススメ
※朝は、前の晩に断片的だったり細切れだった知識が自然に整理された、とても
“ありがたい”状態なのです。朝の脳は必要な知識が整理されています。また疲れ
知らずでクリアな状態です。まさにいいことずくめなのです。これを学習に利用し
ない手はありません。 朝の30分の学習は夜の2時間に匹敵します。

“啓仁館 夏の超朝活”とは？？
啓仁館本館で、期間中毎朝8:30～
10:00まで各自自分に必要な課題に
取り組んでもらいます。スタッフも
質問対応の為に待機しています。
朝一番に頑張る習慣を身につけて、
学習リズムを作り上げましょう！！

◆全学年対象 【校舎：本館】
《実施期間》
7月29日～8月14日（月曜日-金曜日）
《超朝活時間》 8:30～10:00
※朝活時間終了後も閉館時間(22:00)まで自習室の利用が可能です。

啓仁館名物夏期強化合宿も今年で27回目になります。
今年の合宿は3日間、場所は「YMCAコンフォレスト湯来」。
分刻みのスケジュールで行動する「最高に効率のよい、そして非常にハードな3日間」を
過ごしてもらおうと思います。朝から夜まで、啓仁館実力講師陣による直接指導を満喫
してください。
「限界を自分で決めてしまっていないか！？」「しんどい、でも気持ちいい！」「まだでき
る！」という感覚を参加者全員で味わってもらいます。 このハードな3日間で『とことん』
やりぬいたことを自信にして、次なるステージ、秋以降の最後の戦いに勢いをつけま
しょう！
また、高1・2生も受験生と一緒に勉強するよい機会です。ぜひ参加してください！

●日程
2019年 8月19日(月)～8月21日(水)
●会場
YMCAコンフォレスト湯来

広島市佐伯区湯来町和田840-2

℡0829-83-0372

●料金(消費税込み)
39,960円(塾内生は35,640円、更に8月通常授業取り放題パック受講生は32,400円になります！)
●参加手続
「2019啓仁館夏期強化合宿参加申込書」に必要事項をご記入・押印の上、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、お受取り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、当合宿には参加出来ませんのでご了承ください。
●申込締切
2019年 7月5日(金)

0120-535-576（フリーダイヤル）
12:00～18:00（土日祝を除く）
〒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）

●受講手続
「啓仁館 2019年度 夏期講習・夏の超朝活申込書」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、お受取り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
申込み締切りは7月5日(金)、振込み締切りは7月13日(土)です。

●受講料(テキスト代・消費税込み)
◆高３
【1回90分×3回】
1講座･･･ 9,720円
2講座･･･19,440円
3講座･･･29,160円
4講座･･･38,880円
★8月通常授業が取り放題パックの塾内生は5講座以上で「取り放題パック(43,524円)※」料金となります。
5講座･･･48,600円
★塾内生は6講座以上で「取り放題パック(48,924円)※」料金となります。
6講座･･･58,320円
★塾外生は7講座以上で「取り放題パック(59,724円)※」料金となります。
※取り放題パック･･･夏期講習の全ての講座が取り放題となります。

◆高1・高2
【講義1回90分×3回 + Pals1回90分×3回】
1講座･･･ 18,360円
2講座･･･ 36,720円

◆全学年
★夏の超朝活･･･9,720円
※塾外生・塾内生を問わず、8月通常授業or夏期講習の取り放題パック受講生は無料、
8月通常授業or夏期講習で数学・英語2科目受講の高1・2生も無料になります！

①お友達が夏期講習のみの受講手続きをしたら
Quoカード500円分を進呈します！
②お友達が引き続き通年講座の入塾手続きをしたら
※夏期講習のみのお申込みはQUOカード500円分の進呈となります。

Quoカード2,500円分を進呈します！！

