
SSA 高校部【映像コース ベーシックウィング】 
        

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・・・・定期テスト高得点定期テスト高得点定期テスト高得点定期テスト高得点    

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〈〈〈〈20202020 分映像〉分映像〉分映像〉分映像〉    
 

「教科」をまるごと視聴できます。いつでも何度でも、どの単元からでも視聴できるシステムいつでも何度でも、どの単元からでも視聴できるシステムいつでも何度でも、どの単元からでも視聴できるシステムいつでも何度でも、どの単元からでも視聴できるシステムです。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

【ベーシックウイング受講料】    

教科ごとのお申し込みとなります（月額制）。料金は教材費込みです。 

ベーシックウイング   

教科数教科数教科数教科数    コマコマコマコマ数数数数    通常受講料通常受講料通常受講料通常受講料（（（（税込税込税込税込））））    クラスクラスクラスクラス併習受講料併習受講料併習受講料併習受講料（（（（税込税込税込税込））））    

1 教科 週 1 コマ 10,80010,80010,80010,800 円円円円    8,6408,6408,6408,640 円円円円    

2 教科 週 2 コマ 19,44019,44019,44019,440 円円円円    17,28017,28017,28017,280 円円円円    

3 教科 週 3 コマ 28,08028,08028,08028,080 円円円円    25,92025,92025,92025,920 円円円円    

全教科 週 4 コマ 36,72036,72036,72036,720 円円円円    34,56034,56034,56034,560 円円円円    

 

※国語（現代文・古文・漢文）と社会（地歴・公民）は合わせて 1教科扱いとなります。 

※コマ数は一月あたりの最低保証回数です。ブースに空きがある場合は設定回数を超えて受講することが 

 可能です。空き状況についてはその都度ご相談ください。 

   ※英検パスコース(準 2 級)、学研英検ゼミ(2 級)、数検トレーニングゼミ(準2級・2級)はベーシックウイング 

    1教科と月額受講料が同じです。ただし、それぞれの講座毎に教材を別途購入していただく必要がございます。 

    （テキスト等の教材代が実費必要になります。 

    

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
16:30～17:30 17:30～18:30 18:30～19:30 19:30～20:30 20:30～21:30

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
9:30～10:30 10:30～11:30 11:30～12:30 13:30～14:30 14:30～15:30 15:30～16:30

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
16:30～17:30 17:30～18:30 18:30～19:30 19:30～20:30 20:30～21:30

平日・夜

土曜・午前午後

土曜・夜

《ブース利用時間帯》（※1コマ60分）《ブース利用時間帯》（※1コマ60分）《ブース利用時間帯》（※1コマ60分）《ブース利用時間帯》（※1コマ60分）

映像で各高校に合わせたカリキュラム映像で各高校に合わせたカリキュラム映像で各高校に合わせたカリキュラム映像で各高校に合わせたカリキュラム    

 高校生の悩みのひとつが、数学と英語の授

業進度の速さ。高校の授業は予習が必要で

す。この予習を学習のレールに乗せられれ

ば、部活動をしながらでも学習は進めやすく

なります。 

 SSA では、在籍する高校のシラバス（授業

進度）に合わせた独自のカリキュラムを編成

し、自由に学習時間を設定できるようにしま

した。学校帰りにＳＳＡで予習ができます。学校帰りにＳＳＡで予習ができます。学校帰りにＳＳＡで予習ができます。学校帰りにＳＳＡで予習ができます。

自習室完備です。 

定期テスト対策、弱点補強も万全定期テスト対策、弱点補強も万全定期テスト対策、弱点補強も万全定期テスト対策、弱点補強も万全    

 理解が足りないと感じる単元などは何度で

も受講できます。テスト前に受講時間を増やテスト前に受講時間を増やテスト前に受講時間を増やテスト前に受講時間を増や

しても追加料金は必要ありません。しても追加料金は必要ありません。しても追加料金は必要ありません。しても追加料金は必要ありません。 

タブレットでの活用も可能にしましたの

で、自習室や空き教室を利用して準備を整え

ることができます。 

大学受験に必要な教科の学び直しにも最適大学受験に必要な教科の学び直しにも最適大学受験に必要な教科の学び直しにも最適大学受験に必要な教科の学び直しにも最適

です。です。です。です。    

 



SSA 高校部【映像コース ウイングネット 】 
テレビや参考書でお馴染みの有名予備校講師による本格的大学受験講座テレビや参考書でお馴染みの有名予備校講師による本格的大学受験講座テレビや参考書でお馴染みの有名予備校講師による本格的大学受験講座テレビや参考書でお馴染みの有名予備校講師による本格的大学受験講座    

アドバンスウイング・学研プライムゼミ 
 

 SSA のクラス授業やベーシックウイングで培った確かな基礎力・答案作成能力を活かし、大学受験に 

対応できる応用力へと磨きをかけるための強力なツールとして本格的な大学受験用映像授業「アドバンスウイアドバンスウイアドバンスウイアドバンスウイ

ングングングング」「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」をご提供いたします。 

 

受講プランに沿ってこれらの映像授業をうまく活用することで、皆さんの夢を実現しましょう！ 

 

  志望大学現役合格に必要な条件 

   【必要条件】【必要条件】【必要条件】【必要条件】    合格に必要な内容を、過不足なく学習（インプット）できること。合格に必要な内容を、過不足なく学習（インプット）できること。合格に必要な内容を、過不足なく学習（インプット）できること。合格に必要な内容を、過不足なく学習（インプット）できること。    

            【十分条件】【十分条件】【十分条件】【十分条件】    十分な演習（アウトプット）量が確保できること。十分な演習（アウトプット）量が確保できること。十分な演習（アウトプット）量が確保できること。十分な演習（アウトプット）量が確保できること。    

            【絶対条件】【絶対条件】【絶対条件】【絶対条件】    精神的に頼れる人がいること。精神的に頼れる人がいること。精神的に頼れる人がいること。精神的に頼れる人がいること。    

この３つの条件をすべて満たし、皆さんを志望大学現役合格へと強力に導くことができるのが、 

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、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です。 

受験勉強のスタートが遅れている場合でも、速習プランで遅れを取り戻すことができます。 

 

・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    

    国公立大、難関・有名私立大（国公立大、難関・有名私立大（国公立大、難関・有名私立大（国公立大、難関・有名私立大（GMARCHGMARCHGMARCHGMARCH・関関同立など）・関関同立など）・関関同立など）・関関同立など）を目指す高校生向けの講座を目指す高校生向けの講座を目指す高校生向けの講座を目指す高校生向けの講座です。 

  1 ユニット（講義 90 分＋定着講義 30 分×4回＋定着確認テスト）が 1か月の標準受講単位となります。 

  通年授業は、練成 10 ユニット・実戦 4ユニットの全 14 ユニットの構成になります。 

  授業に対応した「夏期講習」「直前講習」の設置があります。 

 

  講座例：国公立大英語，難関私大英語，入試物理，入試化学，入試現代文，入試古文，入試日本史  

      早慶大英語,早大国語,明治大学の英語，AO・公募推薦小論文入門，国公立小論文完成ゼミなど 

 

・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 

    難関国公立大（難関国公立大（難関国公立大（難関国公立大（旧帝大旧帝大旧帝大旧帝大・医学部・医学部・医学部・医学部など）、最難関・難関私立大（早慶など）、最難関・難関私立大（早慶など）、最難関・難関私立大（早慶など）、最難関・難関私立大（早慶などなどなどなど））））を目指す高校生向けの講座を目指す高校生向けの講座を目指す高校生向けの講座を目指す高校生向けの講座です。 

1 ユニット（講義 90 分×5回）が 1 か月の標準受講単位となります。 

  通年授業は、練成 8ユニット・実戦 4 ユニットの全 12 ユニットの構成になります。 

  授業に対応して「夏期講習」「直前講習」が設置されます。 

 

  講座例：難関国公立大英語（竹岡広信先生），難関大生物（山川喜輝先生），センター地理(村瀬哲史先生） 

      難関大古文ゼミ(荻野文子先生)，難関国公立大現代文(池上和裕先生) など 

 

※アドバンスウイングと学研プライムゼミの違いは、学研の有名な参考書や問題集を執筆している超有名予備校講師が担当するの

が学研プライムゼミ、首都圏に 100 教室以上を展開している市進予備校の選抜講師が担当するのがアドバンスウイングです。 

 学研プライムゼミの方が難関大志望者向けのハイレベル講座が多いのが特徴です。 

    



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合格一貫カリキュラム合格一貫カリキュラム合格一貫カリキュラム合格一貫カリキュラム    

合格基礎力定着      合格基礎力完成合格基礎力完成合格基礎力完成合格基礎力完成     合格実戦力養成     合格実戦力完成 

 

 

 

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合格一貫カリキュラム合格一貫カリキュラム合格一貫カリキュラム合格一貫カリキュラム    

導入          深化深化深化深化          発展発展発展発展          完成完成完成完成 

 

 

 

【ウイングネット受講料】 

アドバンスウイングと学研プライムゼミは、ユユユユニットごとのお申込となりますニットごとのお申込となりますニットごとのお申込となりますニットごとのお申込となります。料金は教材費込みです。 

 

 

 

 

 

  

1 ユニットが、合格一貫カリキュラム（年間受講プラン）上の 1か月の標準受講単位となります。 

 

※受講期間は 1週間の受講回数の設定によって変わります。 

例）アドバンスウイングの講座の練成ユニット（10ユニット）を受講した場合、 

週に 1回（2時間）のペースで受講すると約 10か月の受講期間となります。 

週に 2回（4時間）のペースで受講すれば約 5か月で終わらせることができます。 

※受講を開始した場合、毎月最低 1ユニットのペースで受講してください。 

 もし定期テストがあるなどの理由により受講が難しい場合には、その分を前後の月に消化するなど 

受講ペースを維持するための工夫をしてください。 

※夏休みなどに速習プランで短期間にまとめて受講することも可能です。詳しくはご相談ください。 

※詳しい講座案内に※詳しい講座案内に※詳しい講座案内に※詳しい講座案内に関しては、別冊「ウイングネット学習講座ガイド」をご覧ください。関しては、別冊「ウイングネット学習講座ガイド」をご覧ください。関しては、別冊「ウイングネット学習講座ガイド」をご覧ください。関しては、別冊「ウイングネット学習講座ガイド」をご覧ください。    

 

   

講座数講座数講座数講座数    通常受講料通常受講料通常受講料通常受講料    クラスクラスクラスクラス併習受講料併習受講料併習受講料併習受講料    映像生併習受講料映像生併習受講料映像生併習受講料映像生併習受講料    

1 ユニット 15,12015,12015,12015,120 円円円円    10,80010,80010,80010,800 円円円円    12,96012,96012,96012,960 円円円円    

２ユニット 28,08028,08028,08028,080 円円円円    21,60021,60021,60021,600 円円円円    25,92025,92025,92025,920 円円円円    

３ユニット 41,04041,04041,04041,040 円円円円    32,40032,40032,40032,400 円円円円    38,88038,88038,88038,880 円円円円    

４ユニット 54,00054,00054,00054,000 円円円円    43,20043,20043,20043,200 円円円円    51,84051,84051,84051,840 円円円円    

５ユニット 66,96066,96066,96066,960 円円円円    54,00054,00054,00054,000 円円円円    64,80064,80064,80064,800 円円円円    

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/ 

アドバンスアドバンスアドバンスアドバンスウイングウイングウイングウイング：：：：1111 ユニットユニットユニットユニット    ＝＝＝＝    （（（（講義講義講義講義 90909090 分＋分＋分＋分＋定着定着定着定着講義講義講義講義 30303030 分＋分＋分＋分＋定着テスト定着テスト定着テスト定着テスト）×）×）×）×4444 回回回回    

学研学研学研学研プライムゼミプライムゼミプライムゼミプライムゼミ：：：：1111 ユニットユニットユニットユニット    ＝＝＝＝            講義講義講義講義 90909090 分分分分××××5555 回回回回    

 

練成ユニット 
全 10 ユニット 

夏期講習 
授業回数 4・8 回 

直前講習 
授業回数 4・8

回 

実戦ユニット 
全 4 ユニット 

➡ ➡ ➡ 

➡ ➡ ➡ 練成ユニット 
全 8 ユニット 

夏期講習 
授業回数 5・10

回 

実戦ユニット 
全 4 ユニット 

直前講習 
授業回数 5 回 


