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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」    

※   数学/英語のクラス授業には、予備校講師による約5分間の音声付き動画である『学びエイド』が組み込まれています。 

※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。 

※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。 

※3 一般生は、受講料に加えて、講座登録料が必要になります。 

講座登録料は、履修コースが複数になっても、お一人につき 3,240 円をご請求させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年 コース 夏期（8月）授業日程 時間 

受講料 ※1 

(併習受講料) 

講座登録料 

高 1 

数 学 7/27(金)，8/10(金)，24(金)，31(金) 19:30～21:00 
17,280円 

3,240円 

※3 

英 語 7/24(火)，8/7(火)，21(火)，28(火) 19:40～21:00 

15,120円 

(10,800円) 

高 2 

数 学 7/24(火)，8/7(火)，21(火)，28(火) 19:30～21:00 17,280円 

英 語 7/27(金)，8/10(金)，24(金)，31(金) 19:40～21:00 

15,120円 

(10,800円) 

高 3 

※2 

理系の数学 7/27(金)，8/10(金)，24(金)，31(金) 19:30～21:10 
20,520円 

センター数学 7/26(木)，8/9(木)，23(木)，30(木) 19:30～21:10 
20,520円 

センター英語 7/25(水)，8/8(水)，22(水)，29(水) 19:30～21:00 

18,360円 

(11,880円) 

高専 高専数学 7/25(水)，8/8(水)，22(水)，29(水) 19:30～21:00 17,280円 

今年の夏は、大学受験を意識して今年の夏は、大学受験を意識して今年の夏は、大学受験を意識して今年の夏は、大学受験を意識して 5555 教科総合学習！教科総合学習！教科総合学習！教科総合学習！    

ＳＳＡ高校部では、夏期（8月）の授業で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。そこ

で、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、映像授業を効果的に活用しながら、夏の間に 5 教科総合

学習を実践して一気のレベルアップを図りましょう。 

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。 
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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：7/24(火)～8/23(木) 

                               ※ 1    

学年 教科 学習できる講座 ※3 受講目的(活用例) 

受講料 

（併習料金） 

登録料 

高高高高1111～高～高～高～高3333    

数学数学数学数学    

数学Ⅰ，数学Ａ 

数学Ⅱ，数学Ｂ 

数学Ⅲ 

センター数学Ⅰ・A 

センター数学Ⅱ・B 

・既習内容の総復習 

・未習内容の予習 

・センター試験対策 

・大学入学共通テスト対策 

・数検対策(準 1 級・2 級) 

・入試基礎学力養成 

1 教科 10,800 円 

（併習 8,640 円） 

 

2 教科 19,440 円 

（併習 17,280 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,240 円 

※4 

英語英語英語英語    

英文法，英文法入試演習 

重要英語構文 

英文解釈 

リスニング 

ライティング（英作文） 

リーディング（英検 2 級対策）） 

センター英語 

・既習内容の総復習 

・未習内容の予習 

・センター試験対策 

・大学入学共通テスト対策 

・英検対策(2 級・準 2 級） 

・英語外部試験対策 

・入試基礎学力養成 

理科理科理科理科    

物理基礎，物理 

化学基礎，化学， 

生物基礎，生物， 

地学基礎 

センター物理基礎，センター物理 

センター化学基礎，センター化学 

センター生物基礎，センター生物 

センター地学基礎，センター地学 

・既習内容の総復習 

・未習内容の予習 

・定期テスト対策 

・センター試験対策 

・大学入学共通テスト対策 

・入試基礎学力養成 

・大学入試対策 

（私大・国公立二次試験） 

国語国語国語国語    

 現代文（読解），現代文（背景知識） 

現代文（表現入門），現代文（表現実践） 

古文（文法），古文（読解） 

漢文（句形），漢文（読解） 

・既習内容の総復習 

・未習内容の予習 

・定期テスト対策 

・センター試験対策 

・大学入学共通テスト対策 

・入試基礎学力養成 

・大学入試対策 

（私大・国公立二次試験） 

・歴史能力検定対策 

社会社会社会社会    

※2 

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 

＊ 1教科につき期間中に8コマ（1コマ60分）以上受講することができますが、ブースに空きがあれば好きなだけ学習することができます。 

夏期（8月）の映像・eトレ受講者には、受講予定表を渡すので、無理のない受講計画を立てた上で提出してください 

※1 7月中に学校の授業があり受講を開始することが困難な場合、受講期間を 8月 1日(水)～8月 31日(金)に変更することができます。 

※2 国語と社会は、合わせて 1教科扱いとなります。 

※3 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すべて視聴することができます。 

※4 一般生は、受講料に加えて、講座登録料が必要になります。 

講座登録料は、履修コースが複数になっても、お一人につき 3,240 円をご請求させていただきます。 

期間限定特別イベント 

ベーシックウイング全教科受講が特別料金(通常の約4割引)で受けられます！ 

これをうまく活用してこの夏に5教科をバランスよく学習してみませんか？ 
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全教科全教科全教科全教科    

23,76023,76023,76023,760 円円円円    

期間限定 

((((併習併習併習併習    21,6021,6021,6021,600000円円円円)))) 



 

 

 

  

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        はじめてのはじめてのはじめてのはじめての古文ゼミ古文ゼミ古文ゼミ古文ゼミ    

学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ        基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ((((文法文法文法文法))))    

「マドンナ古文」で夏に苦 

手だった古文を得意科目に 

変えてみませんか？  

古文が全然わからない人 

は『はじめての古文ゼミはじめての古文ゼミはじめての古文ゼミはじめての古文ゼミ』    

で基礎の基礎から学び直し 

古文の苦手意識を取ること 

から始めましょう。 

古典文法が全然解らない 

という人には『基礎強化古基礎強化古基礎強化古基礎強化古    

文ゼミ文ゼミ文ゼミ文ゼミ((((文法文法文法文法))))』がお薦めで 

す。丁寧な解説と演習を繰 

り返し、動詞・形容詞・助 

動詞に自信がつきます。 

 

 

荻野文子先生 

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            高１高１高１高１    難関大数学難関大数学難関大数学難関大数学    

    

駿台で圧倒的な人気を 

誇り、締め切り講座続出 

させた五藤先生の講座が 

学研プライムゼミに登場 

しました 

SSA 本科授業と併習し、 

【数と式】と【二次関数】 

の応用問題にチャレンジ 

したいという人にお薦め 

です。 

  難度の高い問題を扱い、 

難関大入試に欠かせない 

知識や考え方、処理の仕 

方の定着を図ります。 

２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座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    

 2018年夏 高１ お薦め講座 

 

 

五藤勝己先生 

「大学入学共通テスト」を意識して勉強する夏「大学入学共通テスト」を意識して勉強する夏「大学入学共通テスト」を意識して勉強する夏「大学入学共通テスト」を意識して勉強する夏！！！！    

現高１生が最初の受験生となる「大学入学共通テスト」は、現行

のセンター試験よりも思考力や表現力が要求され、難度の高い出題

が予想されます。 

 そこで、これまで以上に数・英・国を高 1 のうちにしっかりと基

礎を固めておくことが大切になります。 

普段学習が手薄になっている国語を、この夏休みにレベルアップ

し、入試レベルの問題に早くから対応できるようにしましょう。 

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        高高高高 1 1 1 1 難関大英語難関大英語難関大英語難関大英語    

 

カラフルな板書とプリ 

ントを駆使して駿台で人 

気急上昇中の若手講師、 

前田先生の講義が学研プ 

ライムゼミに登場! 

SSA の本科授業では文 

法に重きを置いています 

が、本講座は文法を理解 

している前提で読解問題 

の考え方や読み方に特化 

したものです。 

本科と併習することで 

文法の正確な理解を前提 

にして、難度の高い長文 

への対応力が身に付きます。 

 

 

前田稔和先生 

高１高１高１高１    国語【現代文】国語【現代文】国語【現代文】国語【現代文】    

（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）    

    

新しい大学入試を意識し 

て、文章表現(文や文章の 

作り方)に重点を置きます。 

 様々な課題についての 

考えを導けるようにし、 

それを相手が納得できる 

ようにいかに説明するか 

という表現の仕方を学び 

ます。 

 難関国公立・私立大の 

受験を考えている高１生 

は、合格に文章表現力が 

不可欠なので、この機会 

に是非力をつけましょう！ 

児玉克順先生 
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高１生対象講座       受講推奨期間：7/24(火)～8/31(金) 

＊ ウイングネットは、9/1 以降も期間内に視聴しきれなかった講座を継続して学習すること 

ができます。また、年度内は期間に関係なく繰り返して復習視聴することもできます。 

講座の詳細や受講の相談等は、教室までお問い合わせください。 

申込みをする前に体験ができます。講座を選択後に受講計画を立てた上で学習を始めます。 

※1（夏期）は、夏期ユニットとして特別に配置され、夏休み期間に受講が推奨されている講座です。 

※2 一般生は、受講料に加えて、講座登録料が必要になります。 

講座登録料は、履修コースが複数になっても、お一人につき 3,240 円をご請求させていただきます。 

 

 

 

 

 

映像種別 教科 講座名 レベル 

授業時間 

授業回数 

通常受講料  

(クラス併習受講料） 

登録料 

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    

国語 

高 1国語（現代文）（夏期）※1 

標準～応用 

90分×4回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

3,240 円 

※2 

高 1国語（古文）（夏期） 

数学 高 1 数学（夏期） 

英語 高 1英語（夏期） 

学研プラ学研プラ学研プラ学研プラ

イムゼミイムゼミイムゼミイムゼミ    

国語 

はじめての古文ゼミ 基礎 

90分×5回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

基礎強化古文ゼミ 

基礎～標準 

90分×10回 

(2ユニット) 

28,080 円 

(21,600 円) 

基礎強化古文ゼミ 

（古典文法レッスン）（夏期） 

数学 高 1 難関大数学（夏期） 

応用 

90分×4回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

英語 高 1 難関大英語（夏期） 

その他その他その他その他    

数学 

4 日でわかるサマー 数Ⅰの基礎① 

数と式 

基礎～標準 20分×16回 

10,800 円 

（8,640 円） 

基礎徹底鍛錬 合宿講座 

高校数学の基礎の基礎 

基礎 30分×20回 

基礎徹底鍛錬 合宿講座 

高校数学の基礎 

基礎～標準 30分×20回 

英語 

4 日でわかるサマー 英文法の基礎① 

文型・動詞・態 

基礎～標準 20分×16回 

基礎徹底鍛錬 合宿講座 

高校英文法の基礎の基礎 

基礎 30分×20回 

4 
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２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座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    

 2018年夏 高２ お薦め講座 
 

橋爪健作先生 

憧れの大学に向けてレベルアップ憧れの大学に向けてレベルアップ憧れの大学に向けてレベルアップ憧れの大学に向けてレベルアップの夏！の夏！の夏！の夏！    

センター試験の出題は、高１・高２の学習内容が中心です。

2020 年のセンター試験で高得点を取るためにも、夏からセ

ンター試験を意識した勉強を始めましょう。 

国・理・社で入試に必要な科目をウイングネットやベーシ

ックウイングを活用して基礎学力を固めよう！ 

 

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            はじめてのはじめてのはじめてのはじめての古文ゼミ古文ゼミ古文ゼミ古文ゼミ    

学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ        基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ((((文法文法文法文法))))    

「マドンナ古文」で夏に苦 

手だった古文を得意科目に 

変えてみませんか？ 

古文が全然わからない人 

は『はじめての古文ゼミはじめての古文ゼミはじめての古文ゼミはじめての古文ゼミ』    

で基礎の基礎から学び直し、 

古文の苦手意識を取ること 

から始めましょう。  

古典文法がよく解らない 

という人には『基礎強化古基礎強化古基礎強化古基礎強化古        

文ゼミ文ゼミ文ゼミ文ゼミ((((文法文法文法文法))))』がお薦めで 

す。丁寧な解説と演習を繰 

り返し、動詞・形容詞・助 

動詞に自信がつきます。 

 

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    高２化学入門高２化学入門高２化学入門高２化学入門    

((((受験に必要な本物の基礎力をつける受験に必要な本物の基礎力をつける受験に必要な本物の基礎力をつける受験に必要な本物の基礎力をつける))))    

 

 受験に化学基礎・化学 

を使う予定の高 2 生には 

是非受講してもらいたい 

入試化学の入門講座です。 

  講座では、①学校の定 

期テスト対策と受験対策 

の違い、②これから化学 

をどのように勉強してい 

けばいいのか、③受験化 

学で必要とされる知識や 

考え方、④実際に出題さ 

れた入試問題を通して 

入試問題を解くコツの伝 

授、といった内容を扱い 

ます。 

 

高２高２高２高２    国語【現代文】国語【現代文】国語【現代文】国語【現代文】    

（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）    

    

文系・理系を問わず入試 

科目の大半に国語(現代文) 

が入っているにも関わらず、 

大半の高 2生はほとんど 

現代文の勉強をしないまま 

高 3 になっているのが実情 

です。 

  本講座を通じて、膨大な 

情報量の文章から、設問の 

解答に必要な情報を素早く 

探し、選択肢から間違いの 

証拠となる情報を探す訓練 

を行い、今からセンタ―試 

験対策を実施しましょう！ 

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    高２高２高２高２物理物理物理物理入門入門入門入門    

((((土台固めから入試へ土台固めから入試へ土台固めから入試へ土台固めから入試へ))))    

 

  受験に物理基礎・物理 

を使う予定の高 2 生には 

是非受講してもらいたい 

入試物理の入門講座です。 

  講座では、①速度と変 

位、②等加速度振動、③ 

力と運動、④仕事と運動 

エネルギー、という力学 

分野の特に大事な単元を 

学び、物理の考え方の土 

台をバラバラな知識の寄 

せ集めではなく、体系立 

てて学ぶことができます。 

 

 

 

荻野文子先生 

 

児玉克順先生 高橋法彦先生 

 橋爪健作先生 



高２生対象講座       受講推奨期間：7/24(火)～8/31(金) 

＊ ウイングネットは、9/1 以降も期間内に視聴しきれなかった講座を継続して学習すること 

ができます。また、年度内は期間に関係なく繰り返して復習視聴することもできます。 

講座の詳細や受講の相談等は、教室までお問い合わせください。 

申込みをする前に体験ができます。講座を選択後に受講計画を立てた上で学習を始めます。 

※1（夏期）は、夏期ユニットとして特別に配置され、夏休み期間に受講が推奨されている講座です。 

※2 一般生は、受講料に加えて、講座登録料が必要になります。 

講座登録料は、履修コースが複数になっても、お一人につき 3,240 円をご請求させていただきます。 

 

映像種別 教科 講座名 レベル 

授業時間 

授業回数 

通常受講料  

(クラス併習受講料） 

登録料 

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    

国語 

高 2国語（現代文）（夏期）※1 

標準～応用 

90分×4回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

3,240 円 

※2 

高 2国語（古文）（夏期） 

数学 高 2 数学（夏期） 

英語 高 2英語（夏期） 

学研プラ学研プラ学研プラ学研プラ

イムゼミイムゼミイムゼミイムゼミ    

国語 

はじめての古文ゼミ 基礎 

90分×5回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

基礎強化古文ゼミ 

基礎～標準 

90分×10回 

(2ユニット) 

28,080 円 

(21,600 円) 

基礎強化古文ゼミ 

（古典文法レッスン）（夏期） 

数学 高 2 難関大数学（夏期） 

応用 

90分×4回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

英語 高 2 難関大英語（夏期） 

理科 

高 2 物理入門（夏期） 

標準 

高 2 化学入門（夏期） 

その他その他その他その他    

数学 

4 日でわかるサマー 数Ⅱの基礎① 

式と証明・複素数と方程式 

基礎 

30分×20回 

10,800 円 

（8,640 円） 

基礎徹底鍛錬 合宿講座 

センター数学Ⅰ・Aの基礎 

30分×49回 

英語 

4 日でわかるサマー 

英作文の基礎① 文法編 

30分×20回 

基礎徹底鍛錬 合宿講座 

重要英文法の基礎 

30分×40回 

基礎徹底鍛錬 合宿講座 

重要英語構文の基礎 

6 
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２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座２．本格的大学受験講座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    

 2018年夏 高３ お薦め講座 
「「「「入試基礎力」強化の夏！入試基礎力」強化の夏！入試基礎力」強化の夏！入試基礎力」強化の夏！    

SSA の本科で数・英を中心に勉強のペースを崩さず、 

国・理・社は入試に必要な科目を中心にウイングネット 

を活用して、入試レベルへ一気に底上げしてください。 

特に評判の良いお薦め講座を以下にピックアップしま

す。志望大学、受験勉強の段階に応じた最も適した講座を

受講するようにしましょう！ 

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    基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ基礎強化古文ゼミ    

学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ    センターセンターセンターセンター古文ゼミ古文ゼミ古文ゼミ古文ゼミ    

学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ学研プライムゼミ    難関大古文ゼミ難関大古文ゼミ難関大古文ゼミ難関大古文ゼミ    

過去 20 年の入試問題を 

徹底分析した「マドンナ 

古文」で夏に古文を得意 

科目に変えましょう！ 

古文が苦手な人は『基基基基    

礎強化古文ゼミ礎強化古文ゼミ礎強化古文ゼミ礎強化古文ゼミ』で強固 

な基礎固め、センター試 

験で高得点したい人は、 

『センター対策古文ゼミセンター対策古文ゼミセンター対策古文ゼミセンター対策古文ゼミ』、 

難関大志望者は、『難関大難関大難関大難関大        

古文ゼミ古文ゼミ古文ゼミ古文ゼミ』で初見の文章 

を読めるようになろう！ 

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    センター化学センター化学センター化学センター化学    

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    センターセンターセンターセンター化学基礎化学基礎化学基礎化学基礎    

 

 『センター化学センター化学センター化学センター化学』では、 

教科書内容を満遍なく復習 

することで頭に入れていき 

ます。苦手としている人が 

多い計算問題を丁寧に解り 

やすく解説してくれます。 

テキストが充実しているの 

で、テキストを熟読、演習 

することで力がつきます。 

  『センター化学基礎センター化学基礎センター化学基礎センター化学基礎』は、 

短時間で効率よく対策した 

いという人に最適な講座で 

す。高得点を取るための 

コツも伝授してくれます。 

 

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    難関国公立大英語難関国公立大英語難関国公立大英語難関国公立大英語    

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    センターセンターセンターセンター英語英語英語英語((((筆記筆記筆記筆記))))    

    

難関国公立大や医学部 
の入試問題が解けるよう 
になりたいという人には 
『難関国公立大英語難関国公立大英語難関国公立大英語難関国公立大英語』 
が最適です。英単語→ 
英熟語→英文法→長文と 
段階を踏んでドラゴン桜 
のモデルになった竹岡先 
生が実力を養成していき 
ます 

  『センター英語センター英語センター英語センター英語(筆記筆記筆記筆記)』 
は、高校英語の基本から 
センターレベルへ段階を 
踏んで力をつけます。 

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    センター地理センター地理センター地理センター地理    

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    センター地理センター地理センター地理センター地理    問題演習問題演習問題演習問題演習    

    

後回しにされがちな地理。 

勉強は順調ですか？もし、 

地理の勉強が遅れがちな人 

がいたら、村瀬先生の授業 

を受けてみてください。 

  初見の図表や統計資料に 

も対応できるように、「なぜ 

そうなるのか」を丁寧に説 

明し、暗記すべきことを必 

要最小限度にしてくれます。 

  村瀬先生の授業を一通り 

受けた後に過去問を解けば 

地理が得点源になるはずです。 

 

 

荻野文子先生 
 

橋爪健作先生 

 

竹岡広信先生 

 

村瀬哲史先生 



高３生対象講座(一部)     受講推奨期間：7/24(火)～8/31(金) 

＊ ウイングネットは、9/1 以降も期間内に視聴しきれなかった講座を継続して学習すること 

ができます。また、期間に関係なく入試までに繰り返して復習視聴することもできます。 

この他にも講座があります。講座の詳細や受講の相談等は、教室までお問合わせください。 

申込みをする前に体験ができます。講座を選択後に受講計画を立てた上で学習を始めます。 

※1（夏期）は、夏期ユニットとして特別に配置され、夏休み期間に受講が推奨されている講座です。 

※2 一般生は、受講料に加えて、講座登録料が必要になります。 

講座登録料は、履修コースが複数になっても、お一人につき 3,240 円をご請求させていただきます。 

映像種別 教科 講座名 レベル 

授業時間 

授業回数 

通常受講料  

(クラス併習受講料） 

維持費 

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    

国語 

現代文頻出パターン（夏期）※1 基礎～標準 

120分×4回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

3,240 円 

※2 

入試現代文（夏期） 標準～応用 

センター漢文 基礎～標準 

理科 

入試物理/入試化学/入試生物 

（夏期） 

基礎～応用 

120分×8回 

(2ユニット) 

28,080 円 

(21,600 円) 

社会 

「速習 日本史」「速習 世界史」 

（夏期） 

基礎～標準 

90分×10回 

(2ユニット) 

数学 

弱点克服「数列・漸化式」（夏期） 

90分×5回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

弱点克服「ベクトル」（夏期） 

英語 ＭＡＲＣＨの英語（夏期） 基礎～応用 

学研プラ学研プラ学研プラ学研プラ

イムゼミイムゼミイムゼミイムゼミ    

国語 

基礎強化古文ゼミ 

（古典文法レッスン）（夏期） 

基礎～標準 

90分×10回 

(2ユニット) 

28,080 円 

(21,600 円) 

センター対策古文ゼミ 標準 

難関大古文ゼミ 

（古典文法強化ゼミ）（夏期） 

標準～応用 

90分×5回 

(1ユニット) 

15,120 円 

(10,800 円) 

センター現代文 

基礎～標準 

理科 

センター物理基礎 /化学基礎 

生物基礎 

センター物理/化学/生物 

社会 

センター地理/日本史/世界史 

      政治経済/倫理 

英語 

センター英語(筆記)/(リスニング) 

難関国公立大英語（夏期） 標準～応用 
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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）     受講期間：7/24(火)～8/31(金) 

 

Ⅰ 夏期（8 月）ウイングネット受講者対象 「ウイングネットｅトレウイングネットｅトレウイングネットｅトレウイングネット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、複数の講座を受講している人は、 

講座毎にウイングネット e トレを申し込んでください。 

例：「難関大化学」と「センター地理」を受講している人は、2,160 円で化学と地理の e トレができます。 

   化学のみ e トレをする場合は 1,080 円になります。 

 

 

Ⅱ 「ｅトレｅトレｅトレｅトレ」 

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、理解するまで 

たっぷりと演習することができます。 

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」 

       ③ ｅ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。 

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 ①12:30～14:50 

②15:30～16:50 

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    

eeee トレ活用事例トレ活用事例トレ活用事例トレ活用事例    

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 ①12:30～13:50 

②15:30～16:50 

③19:00～20:20 

受講料（1回 80分） 

4 回コース 4,860 円 

8 回コース 8,640 円 

12 回コース 10,800 円 


