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SSA 高校部 春期講座のご案内 
春期講座のお申し込みは別紙の申込書をご提出ください 

 

P2. 春期講座クラス授業日程 

                      春期講座 eトレのご案内 

                   P3. 春期講座映像授業のご案内 

                     ・春期限定映像授業 

スタートダッシュ講座 

４日でわかるスプリング 

・通年設定映像授業 

ベーシックウイング 

                  P4．ウイングネット招待講座のご案内 

 

SSASSASSASSA スーパーサイエンスアカデミースーパーサイエンスアカデミースーパーサイエンスアカデミースーパーサイエンスアカデミー    

〒940-0048 ⻑岡市台町２－１－１５ 原ビル５F 
電話 : 0258-34-2301  FAX : 0258-34-2302 
HP:  http://www7b.biglobe.ne.jp/~ssajuku/ 



春期春期春期春期講座講座講座講座    クラスクラスクラスクラス授業授業授業授業    

学習したけれど、よく解らないままになっている単元はありませんか？ 

そのような放置されている弱点を学習し直す絶好の機会が、この春休みです。 

        新学年で新たに学ぶ内容には、前学年で既に学習した内容とのつながりがあります。 

         既習内容をもう一度学び直す、学び残しをなくすことで新たな発見が生まれます。 

また、根源的な原理や概念への「理解」と学習に対する前向きな「自信」が得られます。 

 

学年 コース 日程 時間 

新新新新高高高高 1111    
高校準備講座高校準備講座高校準備講座高校準備講座    

((((数・英数・英数・英数・英))))    
3/20(火)，3/22(木)，3/23(金) 

13：00～15：50 数学・英語 

16：00～17：00 体験会など 

新新新新高高高高 2222    
高高高高 2222 数学数学数学数学    3/28(水)，3/30(金)，4/2(月) 19:00～20:20 

高高高高 2222 英英英英語語語語    3/29(木)，3/31(土)，4/3(火) 19:00～20:20 

新高新高新高新高 3333    

※※※※    

理系の数学理系の数学理系の数学理系の数学    3/28(水)，3/30(金)，4/2(月) 19:00～20:20 

センター数学センター数学センター数学センター数学    3/29(木)，3/31(土)，4/3(火) 19:00～20:20 

センター英語センター英語センター英語センター英語    3/29(木)，3/31(土)，4/3(火) 17:30～18:50 

諸経費：新高 1：5,4005,4005,4005,400 円円円円（（（（2222 科セット）科セット）科セット）科セット）            新高 2・高 3： 1111 科科科科目目目目 5,4005,4005,4005,400 円円円円，2222 科科科科目目目目 8,6408,6408,6408,640 円円円円    

                

SSA 生の春期講座の授業料（諸経費）につきましては、3/26（月）に口座振替にてご請求させていただきます。 

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

数ⅠA・ⅡBが必要人は文系・理系を問わず「センター数学」を受講してください。 

春期講座春期講座春期講座春期講座    ｅトレｅトレｅトレｅトレ    

ＳＳＡのクラス授業や映像授業で身に付けた基礎基本をｅトレの演習で定着させませんか？ 

考えながら演習を繰り返すことで、理解や知識は問題で使える自分だけの「武器」になります。 

       

学年 目的 日程・時間帯 ｅトレの特徴 

新高 1～高 3 

基礎事項の確認 

課題テスト対策 

センター試験対策 

難関大入試対策 など 

3/20～4/7 の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） 

時間帯 ①13:30～14:50 ②15:30～16:50 

③18:00～19:20  

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、た

っぷり演習できます。 

受講料：受講料：受講料：受講料：4444 回回回回 4860486048604860 円，円，円，円，    8888 回回回回 7020702070207020 円，円，円，円，    12121212 回回回回 9720972097209720 円円円円    

            ※ｅトレ受講者は、国語・数学・英語・社会・理科の全科目を自分のペースで学習することができます。 
    

２ 



３ 

春期講座春期講座春期講座春期講座    映像授業映像授業映像授業映像授業    

   ベーシックウイングは「教科書完全理解」を目的とした授業です。 

学習テーマが細分化されているので、学校の授業進度に合わせて 

自分だけの受講プランを立て、自分のペースで着実に学習できるのが 

最大の利点です。 

 

①春期限定映像授業①春期限定映像授業①春期限定映像授業①春期限定映像授業        視聴可能視聴可能視聴可能視聴可能期間期間期間期間    3/3/3/3/20202020((((火火火火))))    ～～～～    4/7(4/7(4/7(4/7(土土土土))))    

対象学年 映像種別 教科 講座名（学習内容） 

新高新高新高新高 1111    
『『『『スタートダッシュ講座スタートダッシュ講座スタートダッシュ講座スタートダッシュ講座』』』』    

(新学期予習講座) 

数学数学数学数学    
数学 I・A 

（単項式と多項式、有理数、平方根、二重根号など） 

英語英語英語英語    
英文法 

（文の構造、文型、基本時制、完了形、態など） 

新新新新高高高高 2222～高～高～高～高 3333    

『４日で『４日で『４日で『４日でわかるスプリングわかるスプリングわかるスプリングわかるスプリング』』』』    

（短期間で総復習講座） 

※20 分×16 回の集中学習    

数学数学数学数学    
①数学Ⅰの基礎（図形と計量の総復習！） 

②数学Ⅱ・Bの基礎（微分・積分・数列の総復習） 

英語英語英語英語    
①英文法の基礎（比較・関係詞・仮定法の総復習） 

②英文読解の基礎（英文読解の基本の総復習！） 

受講料：『スタートダッシュ講座』  1111 教科教科教科教科 3,2403,2403,2403,240 円円円円，，，，2222 教科教科教科教科 5,4005,4005,4005,400 円円円円    

                『4 日でわかるスプリング』 1111 講座講座講座講座 3,2403,2403,2403,240 円，円，円，円，2222 講座講座講座講座 6,4806,4806,4806,480 円円円円，，，，3333 講座講座講座講座 9,7209,7209,7209,720 円，円，円，円，4444 講座講座講座講座 12,96012,96012,96012,960 円円円円    

②通年設定映像授業②通年設定映像授業②通年設定映像授業②通年設定映像授業        視聴可能視聴可能視聴可能視聴可能期間期間期間期間    3/203/203/203/20((((火火火火))))    ～～～～    4/7(4/7(4/7(4/7(土土土土))))    

対象学年 映像種別 教科 学習できる講座 備考 

新新新新高高高高 2222～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 I・A，センター数Ⅱ・B 

国語と社会は、1教科 

のお申込で 2教科両方 

が受講できます。 

 

受講教科については、

ベーシックウイングと

ベーシックセンターの

両方をセットで受講す

ることができます。 

 

英語は、リスニングや

ライティング,リーデ

ィングが新設され、英

検 2 級対策ができるよ

うになりました。 

 

ベーシックウイングは 

ブースが空いていれば 

期間中に何度でも受講 

することができます。 

英語英語英語英語    

英文法，英語重要構文，英文解釈 

リスニングリスニングリスニングリスニング,ライティングライティングライティングライティング, 

リーディングリーディングリーディングリーディング,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，古古古古文文文文，漢文 

社会社会社会社会    

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，センター世界史 

センター地理，センター政治経済 

センター倫理，センター現代社会 

受講料：1111 教科教科教科教科 8,6408,6408,6408,640 円円円円，2222 教科教科教科教科 17,28017,28017,28017,280 円円円円，3333 教科教科教科教科 25,92025,92025,92025,920 円円円円，全教科全教科全教科全教科 34,56034,56034,56034,560 円円円円    

(併習：1111 教科教科教科教科 7,5607,5607,5607,560 円円円円，2222 教科教科教科教科 15,12015,12015,12015,120 円円円円，3333 教科教科教科教科 22,68022,68022,68022,680 円円円円，全教科全教科全教科全教科 30,24030,24030,24030,240 円円円円)    

※本格的な大学入試対策を行う場合は、ベーシックウイングではなく、次頁のウイングネットを受講してください。    



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無料招待講座無料招待講座無料招待講座無料招待講座（新高 3生対象）受講期間：3/20(火)～4/7(土) 

※無料招待講座は、ウイングネット通年講座のオリエンテーション（導入講座）としての位置づけとなります。 

 学研プライムゼミの難関大物理と難関大生物は、通年講座の体験講座を受講してください。 

 招待講座受講後の受講プランについては随時ご相談ください。志望校に沿った個別受講プランをご提案いたします。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------キリトリ--------------------    

2018201820182018 年春年春年春年春    

高校部『高校部『高校部『高校部『ウイングネット無料招待講座』受講ウイングネット無料招待講座』受講ウイングネット無料招待講座』受講ウイングネット無料招待講座』受講申込書申込書申込書申込書    

 

映像コース 講座名 講師 レベル 
第1講 

(90分) 

第2講 

(90分) 

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    

難関大理系数学 小山功 応用 平面ベクトル 空間ベクトル 

難関国公立大英語 竹岡広信 応用 長文読解演習 英作文問題演習 

難関国公立大現代文 池上和裕 応用 評論文(１) 評論文(２) 

難関大化学 鎌田真彰 応用 物質の構成 化学の古典法則 

難関大日本史 野島博之 応用 思考力を磨く①(全時代) 思考力を磨く②(戦争) 

難関大世界史 斎藤整 応用 中国史(黄河文明～戦国時代) 戦間期（ヴェルサイユ体制） 

映像コース 講座名 講師 レベル 
第1講 

（80分） 
第2講 
(80分) 

第3講 
(80分) 

第4講 
(80分) 

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    

私大英語（基礎） 丸山大地 基礎～標準 準動詞(1) 準動詞(2) 関係詞(1) 関係詞(2) 

私大英語・国公立英語 石橋歩 標準～応用 否定構文 
形式主語 

強調構文 
関係詞 比較 

難関私大英語 石橋歩 応用 長文読解(1) 長文読解(2) 長文読解(3) 長文読解(4) 

入試理系数学 天野貴宣 標準～応用 三角関数 
指数関数 

対数関数 

微分・積分 

(数Ⅱ) 
数列 

入試理系数学（基礎） 城能博 基礎～標準 三角関数 
指数関数 

対数関数 

微分・積分 

(数Ⅱ) 
数列 

入試数学ⅠA・ⅡB 城能博 標準～応用 

数と式 

２次関数 

三角比 

命題と証明 

場合と数 

確率 

式と証明 

三角関数 

指数・対数 

数列 

ベクトル 

融合問題 

難関大数学ⅠA・ⅡB 市川進 応用 ２次関数 三角関数 
指数関数 

対数関数 
微分 

入試現代文（基礎） 児玉克順 基礎～標準 読解の解法 読む速さ 背景知識 得点入手法 

入試現代文 児玉克順 標準～応用 読解の解法 読む速さ 背景知識 得点入手法 

入試古文（基礎） 野村静 基礎～標準 
動詞・形容詞 

形容動詞 
助動詞(1) 助動詞(2) 敬語法 

入試古文 山岡俊也 標準～応用 
平安貴族の 

思想・価値観 

平安貴族の 

恋愛・出家 
仏教思想 作品 

高校名 

 

生徒氏名 

 

保護者氏名 

 

受講講座名 受講予定日時 ※変更の場合は連絡してください 

     

     

     

     

※受講日の前日までに参加申込書を提出してください。 

 ＦＡＸによる申込みも受け付けております。  

０２５８－３４－２３０２ 

            高校            年 

4 


