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この夏、特におススメの講座はこれだ!
＊3日間講座になります

371Ｔ共通テスト現代文～浴びるほどの超実戦演習～ ３4１Ｔ共通テスト対策英語 ３３１Ｔ共通テスト対策数学ⅠＡⅡＢ
共通テスト現代文の解法といっても、それを知っているだけで
は意味がない（もっとも知らないことはもっと問題であるが）。解
法は、実際の試験で自在に使えて初めて意味をなすものであ
る。普段の学習や授業で身につけた解法を、数多くの問題で
実際に試していくことで完全に自分のものにしてほしい。した
がって、この講座ではひたすら問題を解きまくる。もちろん、今
まで現代文をあまり勉強しておらず、「解法」をよく知らない初
級者の人も抵抗なく受講できるよう、配慮する。この夏！苦手
を完全克服！

①長文読解対策
→入試レベルの問題を扱い、素早く正確に解答を導き出す方
法を伝授します！長文の復習の仕方も教えます。
②リスニング対策
→共通テスト対策としてリスニング演習を行います！
③重要文法演習＆解説
→暗記しなくてよい方法を教えます！さらに英語ができるように
なる効果的な勉強のやり方を伝授します！

共通テストで安定した得点をとるためには、単に定理や公式を
知っているだけでは意味がない。模試などで解けたはずの問題
を取りこぼした経験は誰にでもあるはずである。本講座では、問
題の意図をすばやく読み解き、諸君が身につけた知識を使いこ
なせるための解法のアプローチを伝授する。実戦的な経験を
積み重ねることで『問題を読んだ瞬間に解けるという確信がも
てる』ことにつながる。そうなるために、共通テスト試験レベル同
等の問題を深く知り、答えを導く過程をしっかりと身につけよう。
共通テストで９割を目指したい人大集合！

国語

難関大対策国語＊ ３７１Ｓ 旧帝大や難関大二次論述試験に対応した講座 7/23（土）・24（日）・25
（月） 15:55～17:40

共通テスト現代文 ３７１T 本番さながらの実戦演習を通じて得点力の向上を目指す 7/27(水)～7/30(土) 18:30～19:50

共通テスト古文 ３８１T 本番さながらの実戦演習を通じて得点力の向上を目指す 7/27(水)～7/30(土) 17:00～18:20

共通テスト漢文 ３９１T 本番さながらの実戦演習を通じて得点力の向上を目指す 7/27(水)～7/30(土)

数学
難関大対策数学Ⅲ＊ ３３２Ｔ 微分積分に絞って扱う。問題の選定基準は合否を左右した問題 7/23（土）・24（日）・25

（月） 19:45～21:30

共通テスト対策数学ⅠＡⅡB ３３１T 最新の入試傾向を最大限に活かしながら、定理・公式を自在に活用できるよう演
習していく講座

8/8(月)～8/11(木) 18:30～19:50

20:00～21:20

英語

難関大対策英語＊ ３４１Ｓ 旧帝の長文問題とその英作文のコアとなる表現を学んでいよいよ本格的な入試
対策の突破口とする

7/23（土）・24（日）・25
（月） 17:50～19:35

共通テスト対策英語 ３４１T 共通テストの根底を理解しながら上達を図る骨太講座 8/8(月)～8/11(木) 17:00～18:20

英文法・語法講座 ３５１T 参考書にはなぜかあまりないが入試ではよく出る文法語法に焦点を当てる 8/8(月)～8/11(木) 20:00～21:20

＊3日間講座になります

241T 応用英語 211Ｓ 難関大対策数学（高高数学） 281T 入試古文読解
準難関大レベル（筑波大、横浜国立等）の問題を扱いながら
英語力を伸ばす講座。【読解①】論理（抽象⇔具体、類比対
比、因果）・情報構造（新情報と旧情報）を基本から説明しな
がら演習を積む。これにより多元的に英文をとらえることができ
るので読解の理解度が上がる【読解②】精読英文解釈（文型
把握）により、読解の正確さを練成していく。【語彙】理解を伴い
ながら頻出熟語に絞って一気に習得トレーニングする。

数学Bの『ベクトル』『数列』を中心に入試演習を行う。入試問
題では公式や基本的な解法を知っているだけでは対応しづら
いため、数式の背後にある意味や考え方を理解していく必要が
ある。深い理解を一つずつ積み重ねて骨太な数学の実力を作
り上げていく。

難関国公立大や難関有名私大の入試古文を扱う。二年生も夏
になり、そろそろ「生」の入試問題を解き始めてもよい頃である。
実際の入試問題において、一年生で勉強した「文法」の知識が
どのように生かされるのか、「単語」を知っているとどれくらい「得」
をするのか、この夏、諸君に身をもって体感してもらいたい。文
法を勉強するのは文法問題を解くためではないということをわ
かってほしいのである。

科目 講座名称 コード 講座内容 実施日時

国語
入試現代文読解＊ ２７１Ｔ 現代文頻出の重要語をマスターする、演習＆解説を中心とする講座。 7/23（土）・24（日）・25（月） 17:50～19:35

入試古文読解＊ ２８１Ｔ 古文読解の基礎を詳しく説明し、文法知識と読解とを橋渡しする講座。 7/23（土）・24（日）・25（月） 19:45～21:30

数学

難関大対策数学（高高数学） ２１1Ｓ 高高に特化。学校内容を先行学習し、理解を深める 7/27(水)～7/30(土) 18:30～19:50

応用数学 ２１１Ｔ 数列を中心に定理・公式を自在に活用できるよう演習していく講座 8/2(火)～8/5(金) 18:30～19:50

標準数学 ２１１Ａ 三角関数を中心に公式を暗記ではなく利用できるよう演習していく 8/8(月)～8/11(木) 20:00～21:20

実施日時

英語

難関大対策英語 ２４１S 難関大レベルの問題を扱う【読解①】論理・情報構造を基本から説明しながら演
習を積む【読解②】精読英文解釈【語彙】熟語を一気に片付ける

7/27(水)～7/30(土) 20:00～21:20

応用英語 ２４1Ｔ 準難関大レベルの問題を扱う【読解①】論理・情報構造を基本から説明しながら
演習を積む【読解②】精読英文解釈【語彙】熟語を一気に片付ける

8/2(火)～8/5(金) 20:00～21:20

総合英語 ２４１Ａ 文法単語読解を扱う【文法】頻度の高い文法に絞る【単語】一気に必須単語を習
得【読解】短めの文章読解を大量にこなして「英文読解」に慣れる

8/8(月)～8/11(木) 18:30～19:50

科目 講座名称 コード 講座内容

181Ｔ古文～古文敬語法超徹底マスター～
古文における敬語法をマスターする。古文上達の鍵は敬語法が握って
いる。古文の敬語は現代語の敬語とは全く違う。入試出題ランキング
第１位の「源氏物語」など敬語法のマスターなくしては全く読めない。だ
から一年生の夏に早期マスターしてしまうべきであると自信をもって断
言できる。授業では、まずは基本事項を丁寧に解説する。次に演習問
題を通して効率的に確認する。そして最後は確認テストである。このス
リーステップによって、敬語があなたの血となり肉となる。マスターする
まで徹底的に面倒をみる。

18:30～19:50

8/8(月)～8/11(木) 20:00～21:20

8/8(月)～8/11(木)

111Ｓ 難関大対策数学（高高数学） 141S難関大対策英語
高崎高校の内容に特化する。前半の授業では、1学期に学習する重
要テーマ「2次関数の最大・最小」・「2次関数の解の存在範囲(解の配
置)」の復習を徹底する。後半は、2学期に学習する場合の数という単
元から「順列」・「組合せ」をテーマに授業を行っていく。この後の単元で
ある確率につながる非常に重要なところを深く理解していく。
授業内では、高度な内容にも触れることで基礎を掘り下げ、アイディア
の源泉にたどり着くことを目的とする。真摯に問題に取り組み、数学と向
き合う時間になる。

東大・京大をはじめとする旧帝大合格につなげるための講座。
旧帝大の良質な問題に触れながら、思考判断することで英語
の根本の考え方と精緻な基礎力を身につける。例えば、冠詞・
時制・文型など、どの文にも必ず出てくる分野への深い理解と、
その知識の運用に熟達できる。特に、英作文を「公式文⇒類
題文での定着」流れで、確実に頻出英作文を自分で作ること
できるようになる。高1ではこの夏しかない講座。Don't miss it!

古文～古文敬語法超徹底マスター～ １８１Ｔ
国語

高校現代文を本格的に学び始める講座

古文上達の鍵を握っている敬語法。そこを徹底的に鍛える

難関大対策数学（高高数学） １１１Ｓ 8/17(水)～8/20(土)

数学

現代文読解

20:00～21:20

応用数学 １１１T 8/2(火)～8/5(金) 20:00～21:20

8/17(水)～8/20(土) 18:30～19:50標準数学 １１１A

１７１Ｔ

高高数学に特化する。学校内容を先取りし、理解を深めていく

2次関数を中心に重要事項をおさえる講座。

高校数学の土台となる2次関数の重要事項をおさえる講座。

【群馬県版】

志望校合格に向けた最適な受験指導

実施日時

英語

難関大対策英語 １４１Ｓ 8/17(水)～8/20(土)

科目 講座名称 コード

18:30～19:50

応用英語

8/17(水)～8/20(土) 20:00～21:20

１４1Ｔ 8/2(火)～8/5(金) 18:30～19:50

標準英語 １４１Ａ

講座内容

難関大の問題を活用しながら文法・英文解釈・英作文表現・語彙を鍛える

準難関大の問題を活用しながら、文法・英文解釈・英作文表現・語彙を鍛える

高1で押さえておくべき文法、構文、語彙に的を絞り英語力基礎を練る講座

高１生

ライブゼミ ライブゼミとは、新大学入試・2次私大の入試分析に基づき、講師が生徒を導き、生徒間で刺激も受けあいながら学力を伸ばす集合形式の授業です。

高２生

高３生

 



受付時間：（月）～(土)１４：３０～２１：００

ライブゼミ受講費用（会員生） ライブゼミ受講費用（一般生）
高１ 高２ 高３ 高３高２高１

２講座
(80分×8コマ)

２講座
(80分×8コマ) ¥30,800

５講座
(80分×12コマ)

¥29,700 ¥28,600

▼お問合せ・お申込みはコチラから

講 者 特 典

１．7月9日(土)までに夏期講習をお申し込みされた一般生→夏期講習を特別優待価格で受講可能！
２．夏期講習お申し込みの時に入会手続きをされた一般生→夏期講習を特別優待価格+入会金無料！
３．夏の無料体験または、夏期講習参加者で、8月22日（月）までに入会手続きをされた方→入会金無料！

夏 期 講 習 受

４講座
(80分×12コマ) ¥36,300

¥49,500

■夏期ライブゼミのお申込みについての注意点

①各講座には、定員が設定されています。定員になり次第、受付を締切ります。ご理解の程宜しくお願い致します。
②教材の準備等の都合により、いったんお申込みをされた講座のキャンセルは、該当講座開講日３日前まで承ります。
　 この日を過ぎるとキャンセルはできませんのでご了承ください。

３講座
(80分×12コマ) ¥39,600 ３講座

(80分×12コマ) ¥40,700

¥27,500

¥15,400 ¥16,5001講座
(80分×4コマ)

1講座
(80分×4コマ)

【群馬県版】

■費用はすべて消費税込みの費用です。

＊【ライブゼミ】高1、高2生は3講座以上は定額、高3生は4講座以上は定額になります ＊【ライブゼミ】高1、高2生は3講座以上は定額、高3生は4講座以上は定額になります

¥50,600
¥37,400

５講座
(80分×12コマ)

４講座
(80分×12コマ)


