
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
・体験授業 ・第1回 ・第2回 ・後期申込 ・後期開講 ・第4回 ・第5回
・前期申込 定期考査 定期考査 ・第3回 ・冬期講習 定期考査 定期考査
・前期開講 ・夏期講習 定期考査 申込 ・冬期講習 ・春期講習

申込 申込
テスト テスト テスト テスト ・春期講習

・ベネッセ ・河合塾 ・ベネッセ ・ベネッセ
イベント 進研模試 全統模試 イベント 進研模試 進研模試

・河合塾
・夏期講習 記述模試

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
・前期申込 ・第1回 ・第2回 ・後期申込 ・後期開講 ・第4回 ・第5回
・前期開講 定期考査 定期考査 ・第3回 ・冬期講習 定期考査 定期考査

・夏期講習 定期考査 申込 ・冬期講習 ・春期講習
申込 テスト 申込

テスト テスト テスト ・センター ・春期講習
・ベネッセ ・河合塾 ・ベネッセ 同日模試

イベント 進研模試 全統模試 進研模試 ・ベネッセ イベント
進研模試

・夏期講習 ・河合塾
マーク模試

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
・申込 ・第1回 ・第2回 ・冬期講習 ・第4回 ・直前講習
・開講 定期考査 定期考査 ・第3回 申込 定期考査

・夏期講習 定期考査 ・冬期講習
テスト テスト テスト 申込 テスト テスト テスト テスト テスト センター試験 一般入試 一般入試

・河合塾 ・河合塾 ・河合塾 ・河合塾 ・河合塾 ・東進
マーク模試 マーク模試 記述模試 マーク模試 センタープレ 本番模試

イベント ・河合塾 ・夏期講習 ・駿台ﾍﾞﾈｯｾ・河合塾 イベント
記述模試 マーク模試 記述模試

・駿台ﾍﾞﾈｯｾ
1 記述模試

前期 後期
　●高校での授業に慣れる 　●将来の進路についてじっくり考える
●基礎学力を身に付ける ●不得意な科目を作らないようにする

●実戦力を養成し，実戦演習を行う

高校生活と
学習に
ついて

文系・理系
選択に
ついて

前期 後期
●学部や学科の内容を知る ●進学したい分野をはっきりさせ，受験科目を決定していく

●基礎学力を完成させ，応用力を養成する ●第1志望合格を勝ち取る

受験生よ
立ち

上がれ！

いよいよ
受験！

●英国数の学習法を確立させる ●受験までの学習プランを立てる

大学・学部
決定の
ために

受験生
になる
ということ

通年
●志望校の問題傾向を把握する

春期講習案内 

ユニパスの学習目標 

毎日の授業を通して各教科が身につけて欲しいと考えている様々な内容を理解しましょう（わかる）。そしてユニパスを
通して、問題を解く力を養いましょう（できる）。≪わかる≫から≪できる≫へ。大学受験に向けた力をユニパスで！！ 

1年生 

2年生 

3年生 
講師からのメッセージ

1年間の復習が出来、苦手分野をなくして新年度のスタートが切れます 
発展学習ができ、新学期にはみんなより三歩先に行けます 
規則正しい思い出の春が過ごせます 
新3年生は、早めに受験学年をスタートできます 



担当 番号 担当 番号 担当 番号 担当 番号
刑部 センター試験による数学ⅠＡ 大塚 １２０１ ＣＡＭＰ・現代文 遠藤 １３０１ センター試験による数学ⅠＡ 大塚 １２０１

藤ヶ崎 （4日目のみ14：45～） 春は講習、やうやう面白くなりゆく国語 舟木 １３０２ (4日目のみ）
使って伸ばそうEnglish 丸橋 １１０２ もっと2ⅠＡやりたい。 三原 １２０２

Basic English 渡邊孝 １１０３ 数学 長尾 １２０３

デルデルマーク究極の古典 川上 ２３０１ 飛翔！大学入試英語への道 藤ヶ崎 ２１０１ 数列とベクトル総まとめ 大塚 ２２０１ 飛翔する現代文 遠藤 ２３０２

数学 樫木 2202 英語 畑中 ２１０２ （4日目のみ１６：３０～）

反応速度＆化学平衡 横山 ２４０２ 英文法なんて怖くない！ 刑部 ２１０３ 5月マーク模試対策 滝澤 ２４０１

生命現象と物質 大塚 ２４０３

● 講座名の先頭に☆がついている講座は，予備校講師による講座です。ベネッセ学習到達ゾーンB1以上の生徒の受講をおすすめします。
● 各講座定員になり次第締め切らせていただきます。
● 申込人数が10名に満たない講座は開講いたしません。
● 春期講習は，成績によるクラスわけを行いません。申し込み順にクラスを決定いたします。

● 受講申込
まずは「春期講習申込書」に受講したい講座を記入し，担任に提出をしてください。

● 受講講座決定
担任より，「受講証」および「お振込のご案内」を受け取ります。

● 受講料の支払い
「お振込のご案内」に従い，銀行振込にて納入していただきます。受講料については別紙「冬期講習申込書」に記載してあります。

2

講座名

数
学

国
語

3月21日（火）～24日(金)
9:00～10:30 10:45～12:15 １3:00～14:30 14:45～16:15

講座名 講座名 講座名

2
年

古
典
・
数
学
・
化
学

英
語

数
学

現
代
文
・
理
科

1
年

英
語

出るとこスペシャル☆ １１０１

3
年

時間割 

申し込み，受講料納入方法 

申し込み，受講料納入方法 

講師からのメッセージ 

２１世紀になって世界はますます小さくなりました。そこで、飛び交う言語は英語。共に学びましょう。 英語科 渡邊 

読む！そのための力を養いたいと思います。懸命に読むことで、人類は歩を進めてきたのですから。 国語科  

数学は美しい。数学の美に感応する力を講義を通して身につけてください。 数学科 三原 

センター試験解法のポイント、入試頻出問題の演習、難関大記述式問題への対応などを中心に指導します。 物理科 滝澤 


