
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 ・前期開講 ・第2回 ・夏期講習 ・後期申込 ・後期開講 ・第4回 ・第5回
・前期申込 ・第1回 定期考査 ・第3回 ・冬期講習 定期考査 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 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
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 ・前期開講 ・第2回 ・夏期講習 ・後期申込 ・後期開講 ・第4回 ・第5回

・第1回 定期考査 ・第3回 ・冬期講習 定期考査 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
・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 ・開講 ・第2回 ・夏期講習 ・冬期講習 ・第4回 ・直前講習

・第1回 定期考査 ・第3回 申込 定期考査
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 ・駿台
マーク模試 マーク模試 記述模試 マーク模試 センタープレセンタープレ

イベント ・河合塾 ・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
記述模試

受験生よ
立ち

上がれ！

大学・学部
決定の
ために

文系・理系
選択に
ついて

高校生活と
学習に
ついて

受験生
になる
ということ

●実戦力を養成し，実戦演習を行う

いよいよ
受験！

後期前期
　●将来の進路についてじっくり考える
●不得意な科目を作らないようにする

　●高校での授業に慣れる
●基礎学力を身に付ける

●第1志望合格を勝ち取る
●志望校の問題傾向を把握する

●基礎学力を完成させ，応用力を養成する

通年

後期
●学部や学科の内容を知る

●英国数の学習法を確立させる
●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

●受験までの学習プランを立てる

前期

放課後講習案内 

ユニパスの学習目標 

ユニパスは，ユニバーシティ（大学）とパス（切符）の2つの
言葉から生まれました。 

ＳＯＳは，サポート・オブ・スタディーの略です。 
それぞれ学力に応じた学習システムにより，大学受験で
満足のいく結果が出せるよう，サポートします。 

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！！ 

講師からのメッセージ

1年生 

2年生 

3年生 

申し込み，受講料納入方法



科目 担当 対象 科目 担当 対象 科目 担当 対象 科目 担当 対象 科目 担当 対象
数学U1* 原 国語U1 川上 英語U1 刑部
数学U2* 安井 国語U2 満田 英語U2 乙幡
数学U3* 木佐貫 英語U3 小森

国語S 庵原 AG 英語S 秋元 AG
数学S1 金井 G
数学S2 中澤 G

国語U1* 遠藤 英語U2 二戸 英語U1 刑部 化学U1* 近藤 特進 数学U1* 三原
国語U2 舟木 英語U3 渡辺（孝） 化学U2* 小川 特進Ａ 数学U2* 長尾
生物U* 大塚

英語U1* 畑中 特進 数学U1* 三原 特進 古典U 川上 現代文U 遠藤
英語U2* 刑部 特進Ａ 数学U2* 樫木 A 化学U* 横山
英語U3 河内 ＡＧ 生物U* 大塚

日本史U 常盤
世界史U 吉村

● 1年，2年生向けの講座は，コースによって受講基準（目安）があります。また，定員に達した場合は，成績順にクラス編成いたします。

● 3年生向けの講座は，講座内容をよく読み，志望校に合わせて受講してください。

● 受講パターン（一例ですので，迷ったら先生に相談しましょう）

● 受講申込
まずは「ユニパス申込書」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「ユニパス申込書」に記載してあります。

基準なし

英語 数学 国語
英語B1以上 数学A3以上 国語B1以上

国語B3以上

基準なし
-

基準なし
英語C2以上 数学C2以上

自習室

自習室

英語B3以上 数学B2以上

自習室自習室自習室

自習室

自習室 自習室

月 金木水火

自習室

自習室 自習室

自習室 自習室 自習室 自習室

Ｕ１コース
Ｕ２コース
Ｕ３コース
Sコース

1
年

2
年

3
年

ユニパス・SOS時間割 実施教室 担当者 

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 舟木 

とにかく脳に汗をかこう。ひたすら考えることの楽しさを感じてください。 
数学科 三原 

授業では扱えなかった単元や、模試対策、センター試験解法のポイント、入試頻出問題の演習を中心に指導します。 
    授業の内容を完璧にしてある生徒対象です。化学を模試の得点源にしましょう♪           化学科 近藤 

＜国公立大学，難関私大を目指す1年生＞ 
ユニパス英語・ユニパス数学・ユニパス国語 

＜英語に不安を抱えている1年生＞ 
ＳＯＳ英語 

＜理系難関私大を目指す2年生＞ 
ユニパス数学・ユニパス英語 

＜文系国公立大を目指す3年生＞ 
ユニパス英語・ユニパス現代文・              

ユニパス古典 

＜理系国公立大を目指す3年生＞ 
ユニパス英語・ユニパス数学・ 

ユニパス物理    

＜薬学系を目指す3年生＞ 
ユニパス英語・          
ユニパス化学 

申し込み，受講料納入方法 

* は，16:45～の

講座です。 


