
高１生・高２生

冬期講習のご案内

→

2017年度　北海道・山梨県・神奈川県・福岡県版

1講座 [90分×3回]

ガンバル⾼1・2⽣を応援します!
1講座 [90分×3回]

通常受講料
8,700円（税込） 3,240円（税込）

⾼2⽣
受験勉強のスタートを切る冬
⾼1⽣
苦⼿を克服し、得意を強化する冬



■1⽉⼊学に限り、⼊学⾦21,600円（税込）を全額免除します。

・冬期講習にお申し込みされたその⽇からご利⽤いただけます。
・貸出図書、⽣徒専⽤休憩室もご利⽤いただけます。

・学習中に出てきた疑問に丁寧にわかりやすく説明します。
・学習や進路、受験に関する悩みはお気軽にご相談ください。

■⼤学受験専⾨のプロ教師に質問、相談をすることができます。

3,240円（税込）

開催⽇程（ターム）　※講座によって、⽇程が異なる場合があります。

●6ターム︓12⽉　28（⽊）・　29（⾦）・　30（⼟）
●7ターム︓1⽉　4（⽊）・　5（⾦）・　6（⼟）
●8ターム︓1⽉　8（⽉）・　9（⽕）・　10（⽔）

冬期講習をお得に受講できるチャンスです︕

■⾃習室利⽤期間︓お申し込み⽇〜1⽉10⽇（⽔）まで

※講習会の⼊会⾦や教材費は⼀切かかりません。

高1・2生 冬期講習

11⽉1⽇（⽔）お申し込み受付開始

1講座 [90分×3回]

冬期講習⽣の特典

冬期講習開催期間
・12⽉28⽇（⽊）〜1⽉10⽇（⽔）
※各講座の開催時間は、別紙「冬期講習登録書」をご覧ください。

1講座 [90分×3回]

通常
8,700円（税込） →
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※開講講座は校舎によって異なります。詳しくは別紙「冬期講習登録書」をご覧ください。

レベル 授業時間 講座内容

応用～
標準

90分 いよいよセンター試験まで1年となりました。この冬は1年後を見越して、今の自分はどれくらい志望校のセンターレ
ベルに近づけているのかを把握し、志望校との差を少しでも縮める時です。この講座では第３問から第６問までの読
解分野を扱い、センター高得点のために必要な読解力、根本となる単語力の養成を目指します。3回

開講講座・講座内容

90分

3回

授業時間

受験勉強⼀⾊になった⾼3⽣の姿を⾒て、⼤学受験が気になりだした頃ではないでしょうか︖漠
然と⾏きたい⼤学や将来の夢はあれども、多忙な⾼校⽣活や部活動に取り組む中、何から始めれ
ばよいのかわからないと悩んでいませんか︖
受験勉強において最も重要なことは「早く、受験勉強のスタートを切ること」。今の学⼒・成績
の差は、勉強にかけた時間と中⾝の差。現役合格には、主要科⽬の基礎基本を⼀⽇も早く固める
ことがとても⼤切です。まずは、秀英予備校の冬期講習を体験してください。秀英は、みなさん
をやる気にさせ、やる気を⾏動に変えて、志望校合格へ導いていきます。

受験勉強の

高２冬の受験英語攻略　～入試で差がつく英文法～

高２生　冬期講習　

スタートを切る冬

レベル

応用～
標準

高２冬のセンター英語攻略　～センター試験で差がつく英文読解～

講座内容

国公立大や有名私立大を志望する生徒を対象とした講座です。本講座では入試頻出にも関わらず、ついおろそか
にされがちな「動詞」「前置詞」「形容詞・副詞」「名詞」などの語法を整理し、１年後の入試に備えていきます。

レベル 授業時間 講座内容

高２冬の受験英語攻略　～入試で差がつく英文読解～

応用～
標準

90分 いよいよセンター試験まで1年となりました。この冬は1年後を見越して、今の自分はどれくらい志望校のセンターレ
ベルに近づけているのかを把握し、志望校との差を少しでも縮める時です。この講座では第３問から第６問までの読
解分野を扱い、センター高得点のために必要な読解力、根本となる単語力の養成を目指します。3回
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高２冬の受験数学ⅠA　～重要テーマ総まとめ～

講座内容

応用～
標準

90分 数学ⅠＡの総復習を行います。場合の数・確率、三角比、平面図形、整数等の分野を扱います。数ⅠＡについては、
現在、学校で扱っている分野の学習が優先され、自分で復習する機会を作るのは困難です。本講座で、効率的に復
習し、応用力の強化を図り、受験学年である3年生を迎えましょう。3回

レベル 授業時間

高２冬の受験数学ⅡB　～入試で差がつく微積、数列～

レベル

レベル 授業時間 講座内容

高２冬の受験化学　～入試で差がつく結晶格子の計算～

授業時間 講座内容

応用～
標準

90分 数Ⅱの微分法、積分法および数Ｂの数列を扱います。年が明けるとセンター試験が行われます。受験まで残り1年
ですとなりますが、そのセンター試験で主要な単元となります。また、文系の国公立大2次試験ではもちろんですが、
理系の方が数Ⅲを学習する上においても重要な単元です。基本事項の復習と応用力の強化を図り、受験学年であ
る3年生を迎えましょう。【既習者が対象です】3回

3回

3回

レベル 授業時間 講座内容

高２冬の受験古文　～古文法総整理～

高２冬の受験数学Ⅱ　～入試で差がつく図形と方程式、三角関数、指数・対数関数～

レベル

応用～
標準

90分 「そろそろ古文の学習を始めよう」と考えている生徒が対象です。短文を利用して「助動詞」「助詞」「敬語法」３つの
単元についての基礎事項を、丁寧に分かりやすく解説し、基礎知識の定着をはかります。冬期以降の本格的な古文
学習に向けて、その礎を築きましょう。

応用～
標準

90分 「化学基礎」で扱う内容を徹底的に復習するための講座です。「中和反応」「酸化還元反応」における基本事項の整
理を行うと同時に、数多くの問題に挑戦することで、考え方のポイントを１つ１つまとめていきます。【「化学基礎」既
習者が対象です】

授業時間 講座内容

応用～
標準

90分 数学Ⅱの図形と方程式、三角関数、指数・対数関数を扱います。入試の頻出かつ典型的な問題を素材として、公式
の使い方や解法パターンを整理します。また、1年後に控えるセンター試験にも出題される単元ですので、その基礎
固めとしても役立ちます。3回

「結合・結晶」について、徹底的に復習するための講座です。この内容は、化学を理解する上でも計算問題を解く上
でも非常に重要になるため、この講座で曖昧な部分を排除して３学期を迎えられるようにしましょう。また、結晶計算
の問題を多く載せているため単位格子の問題が苦手な人にもおすすめです。【「化学基礎（結合・結晶）」既習者が
対象です】　※高1・2共通講座です。3回

レベル 授業時間 講座内容

応用～
標準

90分

高２冬の受験化学　～入試で差がつく中和反応・酸化還元反応～
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※開講講座は校舎によって異なります。詳しくは別紙「冬期講習登録書」をご覧ください。

開講講座・講座内容

高１生　冬期講習

⾼校の勉強との両⽴の難しさを実感している頃でしょうか。みなさんは、現⾏の⼤学⼊試制度下
における⼤学⼊試センター試験の最後の受験⽣となります。その時の⼤学⼊試は、熾烈な争いと
なることは容易に想像できると思います。受験はまだ先かと思うかもしれませんが、今スタート
を切れば、学校の成績はもちろん、どこまでも学⼒を伸ばすことができ、将来の進路の選択肢も
増やすことができます。さぁ、秀英の冬期講習で受験勉強の早期スタートを切りましょう。

苦手を克服し、
得意を強化する冬

応用～
標準

90分 今回扱う文法分野は、不定詞・動名詞・分詞の準動詞と関係詞です。準動詞は熟語も多く、覚えるべきことが多い分
野。この講座でしっかりと頭の中を整理しましょう。また関係詞は、高校の文法単元としては、構造がとれないと理解
ができない難しい分野。授業でしっかりと根本的に定着させましょう。3回

高1冬の英語総整理　～高1で差がつく英文法～

レベル 授業時間 講座内容

応用～
標準

90分 英文読解は英語学習の要となる重要分野です。この講座では、英文を正確にかつ早く読み解くために必要な文法・
語法・語彙などのポイントを取り上げます。これまで学習してきた内容の復習・確認に加え、読解力アップのための
着眼点やコツなども伝授します。3回

高1冬の英語総整理　～高1で差がつく英文読解～

レベル 授業時間 講座内容

応用～
標準

90分 数学Ⅰの2次関数、三角比、および数学Aの場合の数と確率を扱います。特に重要な問題をピックアップし、公式の
使い方や典型問題の解法を確認します。特に2次関数、三角比については今後学習する数学Ⅱにも関連がありま
すので、この機会に確実な理解をしましょう。3回

高1冬の数学ⅠA総整理　～高1で差がつく2次関数・三角比・確率～

レベル 授業時間 講座内容
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①お申し込み方法 以下のA・B・Cいずれかの方法でお申し込みください。

A　校舎にお電話　　　B　校舎窓口　　　C　ホームページ

www.shuei-yobiko.co.jp/d/

②受講料 お申し込みの講座数によって授業料が決定します。

■1講座：90分×3回

お申し込み後、専用の振込用紙などの必要書類を郵送します。

振込用紙到着後１週間以内に、当校指定のコンビニエンスストアまたは金融機関にてお振り込みください。

※ゆうちょ銀行からはお振り込みできない場合もございます。詳しくは、ゆうちょ銀行にお問い合わせください。

※金融機関ATMやインターネットバンキングからのお振り込みも可能です。その際、振込人が生徒名でない場合には、

こちらから確認のお電話をさせていただく場合がございます。

※振込手数料は金融機関からのお振り込みに限り、保護者様負担となります。コンビニエンスストアからのお振り込みをおすすめします。

応用～
標準

90分 数ⅠＡの最重要分野である場合の数・確率を扱います。場合の数・確率は、国公立大学の2次試験、難関私立大学
の入試において、ほぼ毎年出題されるため、今後の全国模試、学校の実力テスト等で、頻繁に出題されます。本講
座を活用して、基本の確認と、応用力の強化を行い、2年生を迎えましょう。3回

高1冬の数学ⅠA総整理　～高1で差がつく場合の数と確率～

レベル 授業時間 講座内容

高１冬の受験古文　～古文法総整理～

レベル 授業時間 講座内容

高１冬の受験化学　～入試で差がつく結晶格子の計算～

レベル 授業時間 講座内容

応用～
標準

90分 「結合・結晶」について、徹底的に復習するための講座です。この内容は、化学を理解する上でも計算問題を解く上
でも非常に重要になるため、この講座で曖昧な部分を排除して３学期を迎えられるようにしましょう。また、結晶計算
の問題を多く載せているため単位格子の問題が苦手な人にもおすすめです。【「化学基礎（結合・結晶）」既習者が
対象です】　※高1・2共通講座です。3回

講座数 １講座 ２講座 ３講座

応用～
標準

90分 「そろそろ古文の学習を始めよう」と考えている生徒が対象です。短文を利用して「助動詞」「助詞」「敬語法」３つの単
元についての基礎事項を、丁寧に分かりやすく解説し、基礎知識の定着をはかります。冬期以降の本格的な古文学
習に向けて、その礎を築きましょう。3回

¥16,200

③振込用紙送付・受講料のお支払い

2017年度　⾼１・２⽣　冬期講習　募集要項

応援キャンペーン ¥3,240 ¥6,480 ¥9,720 ¥12,960

４講座 ５講座

通常受講料 ¥8,700 ¥17,400 ¥26,100 ¥34,800 ¥43,500
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お問い合わせ・お申し込み時間 お問い合わせ・お申し込み時間
［⽉〜⼟］午後1︓30〜午後9︓00 JR札幌駅北⼝より徒歩3分 ［⽉〜⼟］午後1︓30〜午後9︓00 JR甲府駅南⼝より徒歩5分
［⽇］午前10︓00〜午後6︓30

お問い合わせ・お申し込み時間 お問い合わせ・お申し込み時間
［⽉〜⼟］午後1︓30〜午後9︓00 JR⼩⽥原駅東⼝より徒歩3分 ［⽉〜⼟］午後1︓30〜午後9︓00 JR辻堂駅南⼝より徒歩3分

お問い合わせ・お申し込み時間 お問い合わせ・お申し込み時間
［⽉〜⼟］午後1︓30〜午後9︓00 地下鉄空港線 ［⽉〜⼟］午後1︓30〜午後9︓00 ⻄鉄⼤橋駅東⼝より徒歩3分

⻄新駅2番出⼝より徒歩3分

難関国公立大 ８７名
北海道大20名、東北大14名、東京大2名、一橋大6名、
東京工業大3名、名古屋大23名、京都大6名、大阪大7名、九州大6名

国公立大医学部医学科 ８名 福島県立医科大3名、筑波大1名、浜松医科大2名、
名古屋大1名、宮崎大1名

2017年度　4年制大学 国公立大学 ５７７名

合格実績 私立大学 ２,５８４名

関関同立 １３６名 関西大9名、関西大9名、同志社大33名、立命館大85名

※秀英予備校グループ全体の実績。なお、高3・卒講習会に10日間以上参加している生徒を含む。

４３名 早稲田大18名、慶應義塾大16名、上智大9名

明青立法中 １９７名 明治大61名、青山学院大20名、立教大17名、法政大65名、
中央大34名

早慶上智

［校舎のご案内]　お申し込み、お問い合わせ、資料のご請求はこちらまで

秀英予備校 
⼤学受験部　札幌校

℡.011-708-7140

〒060-0807
札幌市北区北７条⻄１丁⽬１

秀英予備校 
⼤学受験部　⼭梨校
〒400-0031
甲府市丸の内2丁⽬15番12

℡.055-236-1620

秀英予備校 秀英予備校 
⼤学受験部　⼩⽥原校 ⼤学受験部　辻堂校
〒250-0011 〒251-0047
⼩⽥原市栄町1-5-17 藤沢市辻堂１丁⽬1-23

℡.0465-21-2311 ℡.0466-41-9125

秀英予備校 秀英予備校 

℡.092-831-1201 ℡.092-557-8810 

⼤学受験部　⻄新校 ⼤学受験部　⼤橋校
〒814-0003 〒815-0035
福岡市早良区城⻄3丁⽬22-16 福岡市南区向野2丁⽬4-7
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■ご希望の授業を受講することができます。また、1週間、⾃習室や休憩室・貸出図書などもご利⽤いただけます。

※各校舎のライブ授業の開講講座、授業時間割、授業料等の募集要項は、ホームページをご覧ください。

■1対1個別授業を90分間×1コマ体験できます。また体験授業のご様⼦から、お⼦様の状況や今後の指導⽅針をご説明いたします。

※1対1個別授業の詳しい内容、教師、授業料等の募集要項は、ホームページをご覧ください。

■ご希望の映像授業を受講することができます。また、1週間、⾃習室や休憩室・貸出図書などもご利⽤いただけます。

※映像授業 通学コースの開講講座、授業料等の募集要項は、ホームページをご覧ください。

■ASSISTプレミアムコースを1週間体験することができます。

※ASSIST[アシスト]の詳しい内容、授業料等の募集要項は、ホームページをご覧ください。

●北⼤、九⼤をはじめとする難関⼤を⽬指すハイレベル講座と、
　⾼校の勉強をしっかり押さえながら、有名⼈気⼤学を⽬指す講座があります。

●教師全員が⼤学受験のプロフェッショナル。学⽣講師はいません。
　⼤学受験予備校の授業を、受験対策をマンツーマンで⾏います。

体験⼊学のご案内無　料
冬期講習まで待てない⽅は、体験⼊学に今すぐお申し込みください︕

秀英予備校は、ライブ授業のほかに3つの学習スタイルがあります。
それぞれ体験⼊学を随時、受付中です。お気軽にお申し込みください。

●⼤学受験のプロである教師と進学アドバイザーによる「チーム指導」

●苦⼿科⽬⼀点集中指導　教科書〜旧帝⼤・医学部医学科まで
　あらゆる学⼒レベル、⼊試⽅式に対応します。

すべてが現役合格のために

ライブ授業

1対1個別授業

資料請求、各種お申し込み

●勉強中に出てきた疑問は、個別指導ですぐに解決。
　コースに関わらず、⾃習室は利⽤回数無制限です。
●ASSISTプレミアムコース　 ※個⼈ロッカーは札幌校のみ
　⾃分専⽤座席、個⼈ロッカーをご⽤意。個別指導の利⽤回数は無制限です。

スマホで閲覧する場合 下の最寄りの校舎のQRコードを読み取ってアクセスしてください。

ASSIST
私の第2の勉強部屋

学校行事や部活動に忙しい高校生へ ●通学曜⽇が⾃由に選べ、⾃分だけの授業時間割を作ることができます。
　⾼校の授業進度やテスト範囲に合わせて受講することができます。映像授業 ●勉強中に出てきた疑問は、個別指導ですぐに解決。
　受講講座数に関わらず、⾃習室や質問は利⽤回数無制限です。

プロ教師によるマンツーマン指導


