◆高3生 90分×4回
担当

久保田

鈴木

久保田

宇野

※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

日時

共通テスト対策
数学ⅠA
（予習不要）

8/7
18:20～19:50
8/11
16:00～17:30
8/13・8/14
18:20～19:50

共通テスト対策
数学ⅡB
（予習不要）

数学Ⅲ
～複素数平面特集～
（予習不要）

英作文特訓
（要予習）
全国模試偏差値：57以上

8/8
14:00～15:30
15:50～17:20
8/22・8/29
16:30～18:00

内容

未知の新テスト「大学入学共通テスト」の数学では、知識・
技能に加えて、思考力・判断力・表現力が問われると言われ
ていますが、その力って分かりやすく言うとどんな力？その
力を付けるにはこれから何をしたらいいの？
実際に行われた試行テストがその大きなヒントになります
が、生徒がそこから正確に傾向を読み取り、対策を練るのは
容易ではありません。
啓仁館では受験に精通した本物のプロ講師が、このテストを
徹底的に分析研究しています。曖昧な情報でなんとなく不安
を感じている君に具体的な道筋を示し、それを踏まえてオリ
ジナル問題で実践演習もしていきます！

8/7・8/8
8/13・8/14
20:10～21:40

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！

8/17～8/20
20:10～21:40

広大以上の大学を目指す人の本格的入試英作文の講座です。
「入試（＝落とすための試験）」の英作文には考えなければ
ならないポイントがあります。当然、感覚に頼って「なんと
なく」英文を書くことからは脱却を図らなくてはなりませ
ん。
この講座では、「何からどう英語にしていくか」を整理する
ところから始め、「普遍性のある決まり事」を習得してもら
います。皆さんが書く英文は、「入試仕様」へと生まれ変わ
るでしょう。（自由英作文も数題扱う予定です。）

担当

文法復習講座
（要予習）
※90分×1回
音野

山口

安平

西條

音野

共通テスト対策
英語(標準）
（初回予習不要）
全国模試偏差値：50～56

音野

共通テスト対策
英語(基礎)
（初回予習不要）
全国模試偏差値：～49

8/14
16:30～18:00
8/17～8/19
18:20～19:50

8/17～8/20
20:10～21:40

共通テストは読解のみ！ センター試験とは異なり、発音・ア
クセント・文法問題がありません。これをラッキー☆と思う
かどうかはみなさんそれぞれですが、読解問題しかない共通
テストは結局「読める人が勝つ試験である」ということで
す。
では、何をどう練習して対策をとればよいのか、ここをきっ
ちり授業内で順を追ってお伝えします。そして演習を進めな
がら読み方・考え方・解き方を身に着けていきましょう。
きっとこの講義を受けた後、文章を読むときのアプローチの
仕方が変わるはずです。
共通テストは読解のみ！ センター試験とは異なり、発音・ア
クセント・文法問題がありません。これをラッキー☆と思う
かどうかはみなさんそれぞれですが、読解問題しかない共通
テストは結局「読める人が勝つ試験である」ということで
す。
何からどう勉強していく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、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いきましょう！

講座名

今井

※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
7/30
20:10～21:40
②仮定法
7/31
20:10～21:40
③関係詞
8/13
16:30～18:00

内容
重要文法事項のうち、「動詞の語法」「仮定法」「関係詞」
を取り扱い、基礎から重要事項までを徹底確認します。
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、あるいは自分で勉強してきたけれども依然とし
て英語の文法に不安のある…というみなさん、是非受講して
みてください。特に私大型のみなさんは必須ですよ！
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☆

8/28・8/29
18:20～19:50
20:10～21:40

少し難しい理論化学の問題を演習します。どれも頻出問題で
すが、解法を知って慣れておかないと時間がかかってしまい
ます。扱う分野は、蒸気圧と気体の法則、希薄溶液の性質、
化学平衡、電離平衡です。この夏の締め括りにステップアッ
プを目指しましょう。

物理
（予習不要）

8/21・8/22
18:20～19:50
20:10～21:40

「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!

生物
（予習不要）

8/3・8/4
20:10～21:40
8/20
16:30～18:00
18:20～19:50

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。

化学
（要予習）

漢文特講
（予習不要）

7/20・7/30
7/31・8/8
18:20～19:50

今年の3年生は、大学入学共通テストに初めて挑む学年で
す。不安や焦りを感じることもあると思います。しかし基本
的な出題範囲やレベルはセンター試験と変わりません。本講
座では、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。その上で新しい傾向を意識しつつ、良問演習を重
ねます。短期間で漢文の力をしっかり身につけ、仕上げてい
きます。

◆高2生 90分×4回＋Pals90分×2回
担当

講座名

日時
8/3～8/6
18:20～19:50

久保田

これだけは問題集
数学Ⅱ前編
（予習不要）

【Pals】
8/21
①18:20～19:50
②20:10～21:40
8/22
③18:20～19:50
④20:10～21:40
※出席予定のPals番号を
二つ選択して申込書に記
入してください。

8/3～8/6
20:10～21:40

音野

英語
（要予習）

【Pals】
8/21
①18:20～19:50
②20:10～21:40
8/22
③18:20～19:50
④20:10～21:40
※出席予定のPals番号を
二つ選択して申込書に記
入してください。

※全レベル共通の講座です。
内容
「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！！

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
ントをお伝えします。
Palsでは、それと並行して「読む」力の土台となる語彙力・
文法力を強化します。基本から発展まで各々のレベルに合っ
た問題に取り組み、「読む」ための文法力を鍛えていきま
しょう。
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
と英語に向き合いますよ！

◆高1生 90分×4回＋Pals90分×2回
担当

講座名

日時
8/3～8/6
20:10～21:40

久保田

これだけは問題集
数学ⅠA前編
（予習不要）

【Pals】
8/21
①18:20～19:50
②20:10～21:40
8/22
③18:20～19:50
④20:10～21:40
※出席予定のPals番号
を二つ選択して申込書に
記入してください。

8/3～8/6
18:20～19:50

音野

英語
（要予習）

【Pals】
8/21
①18:20～19:50
②20:10～21:40
8/22
③18:20～19:50
④20:10～21:40
※出席予定のPals番号
を二つ選択して申込書に
記入してください。

※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。

●受講手続
「啓仁館 2020年度 夏期講習申込書」に必要事項をご記入の上、事務までご提出ください。
その後、郵便振替用紙を8月1日(土)より一斉送付いたします。お手数ですが、8月12日(水)までに最寄り
の郵便局にてお振込みください。

●申込
申込みは、6月22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)
◆夏期講習入塾金
11,000円(夏期講習のみ受講の場合)
※通年講座を引き続き受講される場合は、正規入塾金(夏期講習入塾金11,000円を差し引いた額)が必要となります。
・6/22(月)～9/5(土)までにお申込みの場合
・9/7(月)以降にお申込みの場合

正規入塾金 16,500円(キャンペーン期間中につき半額) - 夏期講習入塾金11,000円 = 5,500円

正規入塾金 33,000円 - 夏期講習入塾金11,000円 = 22,000円

◆高３
【1回90分×1回完成】
1講座･･･4,400円(文法復習講座①・②・③）
【1回90分×4回完成】
1講座･･･13,200円
2講座･･･26,400円
3講座･･･39,600円
★8月通常授業が取り放題パックの塾内生は4講座以上で「取り放題パック(49,830円)※」料金となります。
4講座･･･52,800円
★塾内生は5講座以上で「取り放題パック(54,780円)※」料金となります。
★塾外生は5講座以上で「取り放題パック(60,830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×4回完成 + Pals1回90分×2回完成】
1講座･･･18,700円
2講座･･･37,400円

6/22(月)～9/5(土)に通年講座の入塾手続きを完了された場合・・・
通常33,000円の入塾金が半額の16,500円に！
更に、※7/18(土)までに通年講座の入塾手続きを完了された場合・・・
「夏期講習」１講座が無料になります！！(※五日市校のみ、２講座以上受講の方対象 )

