
※オススメ！　各科目セット受講がお得です(詳細は「費用一覧」をご覧ください)。

※1日単位の取得も可能です。弱点克服、単元強化等、ニーズに合わせて選んでいただけます。

※オススメ！　各科目セット受講がお得です(詳細は「費用一覧」をご覧ください)。

※1日単位の取得も可能です。弱点克服、単元強化等、ニーズに合わせて選んでいただけます。

狩野 2-4
7/23

20:40-22:00

【群馬県版】

英語 高校基礎英文解釈① ライブ 146F3 中澤 1-3
8/11

18:00-19:45

数学 高１数学　セット ライブ 116F 狩野 1-3
8/9～11

19:55-21:40

数学

英語

英語 高校英文法④　助動詞 ライブ 246F2

英語 高校英語リスニング特講 ライブ 246F4

数学 高2数学　三角関数　応用 ライブ 216F4

科目 講座名称 形式 講座No. 担当 レベル 実施日時

数学

ライブ高2英語　セット英語

中澤 2-4
7/23

19:10-20:30

英語 高校基礎英文解釈② ライブ 246F3 中澤 2-4
7/22

19:10-20:30

中澤 2-4
7/20

19:10-20:30

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ、受講講座を決定していきます。

講座No. 担当 レベル 実施日時

英語 高校英文法①　仮定法　基礎

科目 講座名称

英語 高校英文法②　仮定法　応用

英語 高1英語　セット
8/9～11

18:00-19:45

数学 高１数学　二次関数　応用 ライブ 116F3 狩野 1-3

数学 高2数学　セット ライブ 216F 狩野 2-4
7/20～23

20:40-22:00

246F 中澤 2-4
7/20～23

19:10-20:30

7/20
20:40-22:00

2-4狩野216F1

数学 高2数学　三角関数　基礎 ライブ 216F3 狩野 2-4
7/22

20:40-22:00

ライブ高2数学　図形と方程式　基礎

高2数学　図形と方程式　応用 216F2 狩野 2-4ライブ
7/21

20:40-22:00

中澤 2-4
7/21

19:10-20:30

高校英文法③　時制 ライブ 246F1

形式

ライブ 146F1 中澤 1-3
8/9

18:00-19:45

ライブ 146F2 中澤 1-3
8/10

18:00-19:45

ライブ 146F 中澤 1-3

8/11
19:55-21:40

数学 高１数学　場合の数 ライブ 116F1 狩野 1-3
8/9

19:55-21:40

数学 高１数学　二次関数　基礎 ライブ 116F2 狩野 1-3
8/10

19:55-21:40

高2

高1

ライブゼミ

ライブゼミ

TEL：0274-24-8021
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高１ 英語・数学

日程・時間
8/9

19:55-21:40

内　容

与えられた条件を正しく把握し、過不足なく数え上げるスキルが

必要となるこの単元。自信を持って答えが出た感覚がない人もい

るはず。そんなあなたにぴったりの講座です。条件付き確率、重

複順列はもちろん、余事象に着目した効率良い解き方などをお伝

えします。

数学 講座番号： 担当 狩野116F1中澤担当146F1講座番号：英語

日程・時間
8/9

18:00-19:45

内　容

改訂されたカリキュラムでは中学で少し触れる仮定法。

基本概念の説明から公式の説明まで、訳し方や意味・書き方を解

説しながら、基礎部分を徹底的に詰めていきます。

内　容

基礎内容の復習から、実践的な入試問題・頻出のイディオムの確

認を演習しながら理解を深め、直接得点源につながる単元になる

ことを目指します。

高校数学の基礎体力とも言え、これからの数学の単元でも当たり

前に必要となる「二次関数」について徹底的に再確認を行いま

す。苦手な方は、この機会にしっかり復習して、以降の数学を制

してください！内　容

狩野英語 講座番号： 146F2 担当 中澤 数学 講座番号： 116F2 担当

日程・時間
8/10

18:00-19:45
日程・時間

8/10

19:55-21:40

英語 講座番号： 146F3 担当 中澤 数学 講座番号： 116F3 担当 狩野

日程・時間
8/11

18:00-19:45
日程・時間

8/11

19:55-21:40

内　容 内　容

実際の入試問題の解釈問題の中で比較的易しめかつ、

高校英語の序盤で習う最低限の文法・単語知識を生かして、

和文へのアウトプットによる理解を深めます。

基礎編で抑えた二次関数を入試で通用するレベルにまで引き上げ

ます。文句なしの高1最重要単元なので、しっかり修めておきま

しょう！

高１

TEL：0274-24-8021



【群馬県版】

日程・時間
7/23

19:10-20:30
日程・時間

7/23

20:40-22:00

内　容 内　容

共通テストの導入で大幅に問題が増えたリスニング。

ただ聞いて問題を解くだけではなかなか上達はしません。

リスニングの問題を解くコツを意識しながら演習をこなしてリス

ニングの経験値を上げます。またリスニングも勉強法などにも触

れます。

三角関数の最大・最小や、三角不等式を満たす範囲等の定番の入

試問題レベルの着眼点と定石を身につけていきます。

講座番号： 216F4 担当 狩野英語 講座番号： 246F4 担当 中澤 数学

日程・時間
7/22

19:10-20:30
日程・時間

7/22

20:40-22:00

内　容 内　容

実際の入試問題の解釈問題の中で比較的易しめかつ、

高校英語の序盤で習う最低限の文法・単語知識を生かして、

和文へのアウトプットによる理解を深めます。中堅レベル大学の

実際の入試問題を扱います。基礎英文解釈①よりやや難易度は高

めに設定します。

三角関数の値を求める。三角方程式・不等式が解ける。加法定理

からの倍角・半角公式や、合成といった基本をきっちり復習しま

す。

講座番号： 216F3 担当 狩野英語 講座番号： 246F3 担当 中澤 数学

日程・時間
7/21

19:10-20:30
日程・時間

7/21

20:40-22:00

内　容 内　容

話しての意志や気持ちを補助する役割の「助動詞」。

単元別でなくとも、頻出の表現になります。

意味やニュアンスの違いから出題パターンまでしっかり復習しな

おしていきます。

基礎編で抑えた事項を使いこなし軌跡の方程式を作り、領域の最

大・最小の問題等に対応できるレベルにまで引き上げます。図示

→立式→計算とスムーズに処理できるような実戦的な訓練をしま

す。

講座番号： 216F2 担当 狩野英語 講座番号： 246F2 担当 中澤 数学

日程・時間
7/20

19:10-20:30
日程・時間

7/20

20:40-22:00

内　容 内　容

高校英語で一番最初に習うはずなのに、実は一番難しいとされる

時制。

実際の例題を基に入試基礎レベルの問題演習を通じて、わかって

いた、と思い込んでしまっている部分を徹底的に復習します。

直線の方程式が作れる。内分・外分が使いこなせる。平行・垂直

条件がわかる。点と直線の距離が求められる。円の方程式が作れ

る。不等式の表す領域が描ける。といった、基本的な事を確実に

行えるように再確認します。

担当 狩野

高２ 英語・数学

英語 講座番号： 246F1 担当 中澤 数学 講座番号： 216F1

高２

TEL：0274-24-8021



 夏期講習／特典一覧

　■７月３日（土）までに夏期講習をお申込みの方
　　夏期講習を特別優待価格で受講可能！

　■夏期講習お申込みの時に入会手続きをされた方
　　夏期講習を特別優待価格＋入会金無料！

　■夏期講習参加者で、８月２１日（土）までに入会手続きをされた方

　　入会金無料！

 お申込みから受講開始まで

　■申込書の提出
　　添付の申込書に必要事項をご記入の上、お早めに提出してください。

　　会員生申込締切　6月26日（土） 　　一般生随時申込受付中！

　■受講費用の納入
　　ご指定の口座より振替させていただきます。詳しくは「口座振替のご案内」でご確認ください。
　　口座振替が開始されていない場合は振込用紙を郵送いたします。コンビニエンスストアからお振込みください。

　■受講開始
　　日程を確認の上、出席してください。使用テキストは事前配布のものと当日配布のものがあります。
　　テキスト事前配布の講座は予習をして授業に臨んでください。

▼お問い合わせ・お申し込みはコチラから
▼Webサイト

0274-24-8021 検索

【受付時間】 14:30～21:00

【群馬県版】

高2
4講座セット
(80分×4)

9,000円 10,800円

9,900円（税込） 11,880円（税込）

 ライブゼミ （クラス指導）セット

講座数
(時間数)

高１・2生

優待価格 一般価格

高1
3講座セット
(105分×3)

9,000円 10,800円

9,900円（税込） 11,880円（税込）

　能開高校部　藤岡校

特典③ 早期入会割引

早期申込割引

特典② 同時申込割引

特典①

高1
1講座

(105分×1)

学年別の受講費用は以下をご覧ください

2,750円（税込） 3,300円（税込）

高2
１講座

(80分×1)

2,500円 3,000円

講座数
(時間数)

 ライブゼミ （クラス指導）

一般価格優待価格

高１・2生

3,300円 4,000円

3,630円（税込） 4,400円（税込）

TEL：0274-24-8021




