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2012012012017777    SSSSSSSSAAAA 高校部高校部高校部高校部    夏期夏期夏期夏期(8(8(8(8 月月月月))))授業のご案内授業のご案内授業のご案内授業のご案内        

【一般生】【一般生】【一般生】【一般生】    

    

    

    

    

    

ⅠⅠⅠⅠ．本科．本科．本科．本科：：：：「「「「少人数演習型クラス授業コース」少人数演習型クラス授業コース」少人数演習型クラス授業コース」少人数演習型クラス授業コース」 

学年 コース 夏期（8月）授業日程 時間 

受講料※1 

(併習受講料) 

維持費 

高 1 

数 学 7/29(土)，8/5(土)，19(土)，26(土) 19:30～21:00 
17,280円 

 

 

 

 

2,700円 

 

※維持費は履

修コースが複

数になっても、

お一人につき

2,700 円をご

請求させてい

ただきます。 

英 語 7/28(金)，8/4(金)，18(金)，25(金) 19:40～21:00 

15,120円 

(10,800円) 

高 2 

理数科数学 7/28(金)，8/4(金)，18(金)，25(金) 19:30～21:10 19,440円 

数 学 7/28(金)，8/4(金)，18(金)，25(金) 19:30～21:00 17,280円 

英 語 7/25(火)，8/1(火)，8(火)，22(火) 19:40～21:00 

15,120円 

(10,800円) 

高 3 

※2 

理系の数学 7/25(火)，8/1(火)，8(火)，22(火) 19:30～21:10 
20,520円 

センター数学 7/27(木)，8/10(木)，17(木)，24(木) 19:30～21:10 
20,520円 

センター英語 7/26(水)，8/9(水)，16(水)，23(水) 19:40～21:10 

18,360円 

(11,880円) 

高専 高専数学 7/26(水)，8/9(水)，16(水)，23(水) 19:00～20:30 17,280円 

※  数学/英語のクラス授業を受講する場合、同時に教科書完全理解のための20分の映像授業『ベーシックウイング（数/英）』

を無料で視聴することができます。 

※1 英語は、数学のクラス授業と併習すると併習受講料で受講可能です。 

   一般生は、受講料に加えて、講座登録料として 2,160 円が必要になります。 

※2 高 3 の数学につきましては、大学受験で数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲが必要な人は「理系の数学」、 

数学Ⅲが不要で、数学Ⅰ・A・Ⅱ・B が必要人は「センター数学」を受講してください。 

 

 

ＳＳＡ高校部では、夏休み期間中に4月～7月に学習した内容の確認、

定着の徹底、入試を意識した発展学習への誘導を図ります。そして、

数学や英語に比べて普段あまり学習が進んでいない理科、社会、国語

については、今年度から新たに拡充された映像授業を効果的に活用し、

夏の間に一気にレベルアップを図ってください。 

夏休みの 1 カ月をどのように過ごすかで皆さんの 2 学期以降の成績

が大きく変わります。夏休みの学習の仕方や計画の立て方で困ってい

る人、進路や志望校のことで迷っている人などは、ＳＳＡの教師にお

気軽にご相談ください。 



＊ ウイングネットは、9/1(金)以降も期間内に視聴しきれなかった講座を継続して受講することができます 

※1 一般生は、受講料に加えて、講座登録料として 2,160 円が必要になります。 

   Ｚ会の教室映像は、クラス併習受講料がございません。 

２ 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．映像映像映像映像・・・・eeee トレトレトレトレコースコースコースコース 

１．１．１．１．「教科書完全理解」「教科書完全理解」「教科書完全理解」「教科書完全理解」のベーシックウイングのベーシックウイングのベーシックウイングのベーシックウイング        受講期間：7/25(火)～8/24(木) 

＊ 1 教科につき期間中に４コマ（1 コマ 90 分）受講することができますが、ブースが空いていれば好きなだけ学習することができます。 

※1 国語と社会は、合わせて 1教科扱いとなります。 

※2 教科ごとの受講になりますので、各教科の「学習できる講座」に含まれているものは全て視聴することができます。 

※3 数学・英語のクラス授業受講者は、受講教科のベーシックウイングを無料で視聴することができます。 

一般生は、受講料に加えて、講座登録料として 2,160 円が必要になります。 

 

２．２．２．２．大学受験対策大学受験対策大学受験対策大学受験対策のウイングネットのウイングネットのウイングネットのウイングネット     

高１生対象講座  受講期間：7/25(火)～8/31(木) 

  

学年 映像種別 教科 学習できる講座 ※2 受講料 ※3 維持費 

高高高高1111～高～高～高～高3333    

ベーシックウイングベーシックウイングベーシックウイングベーシックウイング    

（教科書完全理解）（教科書完全理解）（教科書完全理解）（教科書完全理解）    

                ＋＋＋＋    

ベーシックセンターベーシックセンターベーシックセンターベーシックセンター    

（センター試験対策）（センター試験対策）（センター試験対策）（センター試験対策）    

数学数学数学数学    

数学ⅠＡ，数学ⅡＢ，数学Ⅲ 

センター数学Ⅰ・A，センター数学Ⅱ・B 

1 教科 8,640 円 

（併習 7,560 円） 

2 教科 17,280 円 

（併習 15,120 円） 

3 教科 25,920 円 

（併習 22,680 円） 

全教科 34,560 円 

（併習 30,240 円） 

 

 

 

 

2,700 円 

※維持費は

履修コース

が複数にな

っても、お一

人 に つ き

2,700 円を

ご請求させ

ていただき

ます。 

英語英語英語英語    

英文法，重要英語構文，英文解釈 

センター英語 

理科理科理科理科    

化学基礎，化学，生物基礎，生物， 

物理基礎，物理，地学基礎 

センター物理基礎，センター化学基礎 

センター生物基礎，センター地学基礎 

センター物理，センター化学 

センター生物，センター地学 

国語国語国語国語    現代文，古典文法，漢文 

社会社会社会社会    

※1 

地歴（世界史，日本史，地理） 

公民（政治経済，現代社会，倫理） 

センター日本史 B，センター世界史 B 

センター地理 B，センター現代社会 

センター政治経済，センター倫理 

映像コース 講座名 レベル 授業時間・回数 予習 

クラス併習受講料 ※1 

(映像のみの受講料） 

維持費 

ウイングネットウイングネットウイングネットウイングネット    

合宿講座２０合宿講座２０合宿講座２０合宿講座２０ 

高校英文法基礎の基礎 

基礎 

30分×20回 不要 

7,560円 

（8,640円） 

 

 

2,700 円 

※維持費は

履修コース

が複数にな

っても、お

一人につき

2,700 円を

ご請求させ

ていただき

ます。 

高校数学基礎の基礎 

高校数学の基礎 基礎～標準 

アドバンスウイングアドバンスウイングアドバンスウイングアドバンスウイング    

現代文読解 

基礎～応用 90分× 5回 

要 

9,072円 

（12,960円) 

基本古典文法 不要 

学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ    マドンナ古文 はじめての古文ゼミ 基礎～標準 90分× 5回 不要 

9,072円 

（12,960円) 

Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像    

高１東大国語 

応用 

120分×5回 不要 17,500円 

高１東大数学 

180分×5回 要 

25,300円 

高１東大英語 

高１難関大数学  

※医学部・京大・一橋・東工大向け 

標準～応用 180分×5回 

不要 

高１難関大英語  

※医学部・京大・一橋・東工大向け 

要 

この夏、皆さんに特にお薦めする講座

を、国語・理科・社会を中心に選びまし

た。これ以外にもウイングネットには受

講できる講座がたくさんありますので、

個別にご相談ください。 

 

 



３ 

高２生対象講座  受講期間：7/25(火)～8/31(木) 

＊ ウイングネットは、9/1(金)以降も期間内に視聴しきれなかった講座を継続して受講することができます 

※1 一般生は、受講料に加えて、講座登録料として 2,160 円が必要になります。 

   Ｚ会の教室映像は、クラス併習受講料がございません。 

 

高３生対象講座  受講期間：7/25(火)～8/31(木) 

＊ ウイングネットは、9/1(金)以降も期間内に視聴しきれなかった講座を継続して受講することができます 

※1 一般生は、受講料に加えて、講座登録料として 2,160 円が必要になります。 

   Ｚ会の教室映像は、クラス併習受講料がございません。 

映像コース 講座名 レベル 授業時間・回数 予習 

クラス併習受講料 ※1 

(映像のみ受講料） 

維持費 

アドバンスウイングアドバンスウイングアドバンスウイングアドバンスウイング    

総合国語Ｇ（現代文） 基礎～標準 90分× 5回 

要 

9,072 円 

（12,960 円) 

 

 

2,700 円 

※維持費は

履修コース

が複数にな

っても、お一

人 に つ き

2,700 円を

ご請求させ

ていただき

ます。 

総合国語Ｇ（古文） 標準～応用 

120分×4回 

差がつく「古文読解」 基礎～標準 

センター攻略「数Ⅰ・A」 基礎～応用 120分×8回 

18,144 円 

（25,920 円) 

学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ    

マドンナ はじめての古文ゼミ 基礎～標準 90分× 5回 

不要 

9,072 円 

（12,960 円) 

高２化学入門  

※受験で化学が必要な高 2 生向け 

基礎～標準 90分× 5回 

高２物理入門 

※物理基礎を学習中の高 2 生向け 

基礎～標準 90分× 5回 要 

Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像    

高２東大国語 応用 120分×5回 

要 

17,500 円 

高２東大数学/英語 応用 180分×5回 25,300 円 

高２難関大国語 標準～応用 120分×5回 要 17,500 円 

高２難関大数学/英語 標準～応用 180分×5回 要 25,300 円 

映像コース 講座名 レベル 授業時間・回数 予習 

クラス併習受講料 ※1 

(映像のみ受講料） 

維持費 

アドバンスウイングアドバンスウイングアドバンスウイングアドバンスウイング    

現代文頻出パターン 基礎～標準 

90分× 5回 

要 

9,072 円 

（12,960 円) 

 

 

2,700 円 

※維持費は

履修コース

が複数にな

っても、お一

人 に つ き

2,700 円を

ご請求させ

ていただき

ます。 

入試漢文 標準～応用 

センター漢文 基礎～標準 

入試生物（夏期） 基礎～応用 90分×10回 

18,144 円 

（25,920 円) 

弱点克服「数列・漸化式」 

基礎～標準 

90分×5回 

9,072 円 

（12,960 円) 

弱点克服「ベクトル」 

ＭＡＲＣＨの英語 基礎～応用 

学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ    

マドンナ 基礎強化古文ゼミ 基礎～標準 

90分×10回 

要 

18,144 円 

（25,920 円) 

マドンナ 難関大古文ゼミ 

標準～応用 

難関国公立大現代文（夏期） 

90分×5回 

9,072 円 

（12,960 円) 

難関大物理/化学（夏期） 

難関大日本史/世界史（夏期） 不要 

難関国公立大英語（夏期） 要 

Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像Ｚ会の教室映像    

高３東大物理/化学/生物 

応用 180分×5回 要 25,300 円 高３東大日本史/世界史/地理 

高３早稲田大国語 

高３難関大国語/数学/英語 

標準～応用 

240分×5回 要 33,000 円 

医系小論文 ※医学部の小論文対策 

120分×5回 不要 17,500 円 

慶応大小論文 



３．ｅトレ（問題演習コース）３．ｅトレ（問題演習コース）３．ｅトレ（問題演習コース）３．ｅトレ（問題演習コース）       期間：7/25(火)～8/31(木) 

Ⅰ 夏期（8 月）ウイングネット受講者対象 「ウイングネットウイングネットウイングネットウイングネットｅトレｅトレｅトレｅトレ」  夏期限定イベント！ 

※1 演習効果を高めるために、ウイングネットの受講日とｅトレで演習する日は原則として同一の日でお願いします。 

※2 ウイングネットの講座毎の演習講座なので、複数講座受講している人は、講座毎にｅトレを申し込んでください。 

 

Ⅱ 全教科 100 万題のプリントの中から自分のレベルや目的に沿ったものを印刷して演習できます。 

受講例：高 2 生 国公立大学理系志望 

                ①本科コース：数学、英語  ②映像コース：学研プライムゼミ「高 2 化学入門」 

    ③ｅトレ：本科や映像で学習した数学・英語・化学を、記憶の新しいうちにｅトレ（8 回コース）で演習して、 

夏休み中の定着を目指す。 

    

Ⅲ 高１・高２生対象  「学習方法アドバイス学習方法アドバイス学習方法アドバイス学習方法アドバイス講座講座講座講座」  夏期限定イベント！ 

高高高高1111～高～高～高～高3333    

対象： 

夏期ウイングネット受講者 

（ベーシックウイング除く）    

期間内に映像視聴した直後に、ｅトレを使って

同一教科・単元の問題演習をして、完全定着を

目指す 80 分の問題演習オプション講座です。 

以下の時間帯から自由に選ぶことができます。 

時間帯 ①13:30～14:50 ②17:30～18:50 

③19:00～20:20 ※1 

受講料 

1 講座 1,080 円 

※2 

高高高高1111～高～高～高～高3333    

基礎問題演習 

発展問題演習 

テスト対策演習 

センター対策演習 

難関大学対策演習    

受講期間内で自由に日時設定できます。 

受講回数（4 回・8回・12 回コース） 

時間帯 ①13:30～14:50 ②17:30～18:50 

③19:00～20:20 

受講料（1 回 80 分） 

4 回コース 4,860 円 

8 回コース 7,020 円 

12 回コース 9,120 円 

高高高高1111・高・高・高・高2222    

対象： 

高１・高 2 生 

難関大学に現役合格した SSA の卒業生をアドバ

イザーに招き、皆さんの学習の仕方や各教科の向

き合い方を e トレを使いながら個別にアドバイ

スする特別講座です。貴重な機会なので高 1・高

2 生は是非参加してください。 

※日程・詳細については後日お知らせします。 

特別無料イベント 

４ 


