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冬 中 学 生

英・数徹底指導

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町630 TOP進学教室　太田

（0276）☎ 46-2071

※講習受講後に入塾を決めて頂いた場合の特典

まずはご連絡ください

検　索検　索

志の高い生徒は、さらに自習室で勉強しています。塾や学校の宿題をやりきって大満足の様子です。

質の高い授業と徹底した個人フォロー

中1生

全10日間 10,000円■受講料 英・数徹底指導 全10日間 10,000円■受講料

●各学年共に定員になり次第締め切らせて頂きます。

中2生

中2

22〔木〕
12/

4〔水〕
1/

5〔木〕 6〔金〕 7〔土〕23〔金〕24〔土〕25〔日〕26〔月〕27〔火〕28〔水〕

中1期講習
この冬の頑張りが君たちの未来を創る この冬の一歩が君たちの受験を決める

数 学（ 45 分間 ）数 学（ 45 分間 ）

英 語（ 45 分間 ） 英 語（ 45 分間 ）

理 or 社 or 国（ 45 分間 ） 理 or 社 or 国

TOP へ

毎週教科ごとに会議を開き、入試分析や指導法の模索をしています。そこで導き出されたエッセ
ンスをいかし、教材や指導法を丹念に練り上げています。冬期講習では、学期初めの実力（学力）
テスト対策を念頭に復習し、同時に、ゆとりをもって新学期を過ごせるように先取り学習を行ない
ます。長期休みを活用するため、集中的に学習ができ内容の濃い学習成果が得られます。
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18：40 ～ 19：25 19：30 ～ 20：15

20：20 ～ 21：0519：30 ～ 20：15

20：20 ～ 21：05 （ 45 分間 ）21：15 ～ 22：00

「空間図形」の学習が中心です。体積などを求めるときに重要
となる図形の見方（展開図、見取り図、投影図など）の理解を深
めるとともに、論理的に考察する能力を身につけます。

「方程式」は数量関係に注目して立式ができるように、「関数」
は比例、反比例を表、式、グラフなどで表し、それらの特徴を理
解することを目指します。

「一次関数」の学習が中心です。表、式、グラフを相互に関連
付けて理解し、一次関数を用いて具体的な事象をとらえるこ
とを目指します。

「平行四辺形の証明」の学習が中心です。証明は覚えること
が多く「使っていい条件は何か」、「何を証明しようとしている
のか」がわかりにくくなることが多いです。説明することの大
切さを強調し、仮定、結論を明確にしながら証明を行なうよう
指導します。

集団授業集団授業

補 習（30 分間 ）補 習（35 分間 ）

「当日の授業の理解不足の解消」「苦手な科目の解消」「複数の不安
科目を徐々に解消」など、生徒の希望に沿って行ないます。

（10名程度を個別で指導します。）

「当日の授業の理解不足の解消」「苦手な科目の解消」「複数の不安
科目を徐々に解消」など、生徒の希望に沿って行ないます。

（10名程度を個別で指導します。）

「be動詞の過去形」を学習し、「過去進行形」へと発展させま
す。この時期から、長文の読解法やリスニングへの取り組み方
を学習します。単語は覚え方を伝え、小テストを通して正確に
読み書きできるようにします。

be動詞と一般動詞の使い分けを学習します。be動詞と一般動
詞が同時に登場するため、「現在進行形」はつまづきが起きや
すい単元です。

これまでに学習した英文法を徹底的に復習します。主に学習
する「不定詞・動名詞」「比較」は、入試に不可欠な重要単元の
ため、入試レベルまでじっくりと掘り下げます。

動詞の変化形のひとつである「過去分詞」の理解の上に、「受
動態」の基礎を作ります。長文やリスニング演習は、高いレベ
ルで継続的に行ないます。単語・熟語は、不規則変化動詞の
習得を通して、レベルを上げた丁寧な指導をします。

入試にも直結する「身のまわりの現象」や「身のまわりの物質」
における計算・応用問題を中心に学習します。問題文の情報を
読み取り、どういった処理をするのか、はじめから学び直しま
す。また、１学期の内容である「植物の生活と種類」に関しても、
総ざらいします。

暗記内容が多い「動物の生活と生物の進化」や、応用・思考力
を問う問題が多い「化学変化と原子・分子」の内容を、総ざら
いします。２学期内容である「飽和水蒸気量」や「オームの法
則」などの計算問題は、理解が不十分になりがちです。現学年
の基礎力を定着させることを目的に、問題の解き方を確認
し、丁寧に学習を進めます。

地理では世界の諸地域、歴史では飛鳥から鎌倉時代までを基
本事項の確認をしながら学習します。パワーポイントを取り入
れ、地図やイラストを用いて解説するので視覚的にも情報が伝
わり、理解を深めます。

地理では日本の産業や地域について、歴史では安土桃山時
代から江戸時代までを学習します。パワーポイントを取り入
れ、地図やイラストを用いて解説するので視覚的にも情報が
伝わり、理解を深めます。

「何が問われているのか、質問をきちんと理解でき、文章の
キーセンテンスを探し、利用できる」というテーマに「これから
の古典の土台作り」を加えた指導をします。古典の歴史的仮名
遣いを現代仮名遣いに直す練習や口語訳付きの古典の演習を
します。論説・小説演習も並行して行ないます。

「論説文で筆者の主張をつかむ・古典と文法の復習をする」
をテーマに、入試問題から、読解力を上げやすい長文を選り
すぐり演習をします。古文演習と文法の品詞の確認をするこ
とで、知識系を着実に定着させます。

学力別クラス学力別クラス
Kクラス

Sクラス
Tクラス

帰　宅

～ 21：40 ～ 22：30
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 中１生
    18：40～21：05

中2生
19：30～22：00冬期講習スケジュール

君の冬は。

定員制定員制
20名前後20名前後

12/19 ～
12/23無料体験冬の

冬期講習を受けた方への
継続特典

ABC

中学中学二年生二年生中学中学一年生一年生

金

17：50～19：10
小学生
4・5・6年

月

英 語
最大 3科目選択可能！

※ （表示金額は、すべて税抜きです。）

英 語 国 語 算 数 算 数
ABC ABC12/19 12/20 12/21 12/22 12/23

金火 水 木月

のぞいてみよう！



旧七帝大

文Ｉ
文Ⅱ
文Ⅲ
理Ⅰ
理Ⅱ
理Ⅲ
推薦

名
名
名
名
名
名
名

125
100
88
247
110
51
21

……
……
……
……
……
……
……

※グラフはあくまで実績の伸びをイメージしたものです。

国公立医・医
国公立大

関関同立
早　　慶

上理明青立法中

国公立大

名

名
名

名

名
名

2,6852,685
596596

13,76213,762

11,43211,432
5,0715,071
16,77316,773

実績記録更新！
日本一の東大合格日本一の東大合格

テスト後に、こんな風に思ったことはありませんか？

2016年 現役合格実績

今年の最大合格者は現浪合わせて3,108名。
そのうち、現役合格者は2,043名。東進の現役
合格者は、742名。東進生の占有率は36.3％。
現役合格者の2.8人に一人が東進生です。

私立大

名古屋大 1名　　　東北大 4名　　　　筑波大 3名
横浜国立大 1名　　千葉大 1名　　　　首都大東京 1名
電気通信大 1名　　東京学芸大 1名　　埼玉大 3名
新潟大 2名　　　　群馬大 6名　　　　茨城大 1名

慶應義塾大 1名　　早稲田大 4名　　　東京理科大 4名
明治大 10名　　　 青山学院大 2名　　立教大 4名
中央大 8名　　　　法政大 11名　　　  同志社大 1名
立命館大 3名

（その他多数）

（その他多数）

742 ＝2,043
36.3％36.3％

東進生現役占有率東進生現役占有率

名
（2014）

（2015）

（2016）

名

名

合格者増

名

名

+14
742
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東進 太田駅前校太田駅前校http://www.etop.co.jp/toshin/

電話受付 10：00～22：40（月～土）／10：00～21：00（日・祝日）

ご案内図

Tel.0276-58-7727
〒373-0026　群馬県太田市東本町23-28　古嶋ビル2F・3F

検　索検　索

太田駅前校

東進全体 太田駅前校のみ

金田　光之介

特別招待講習
最大3講座まで東進の講座に無料招待します!

※高0生とは高校生レベルの学力を持った中学生のことです。

冬にスタートで、先輩は変わった！

冬期特別招待講習説明会開催！！

■開催場所：東進衛星予備校　太田駅前校　2F

■開催日時：12月8日（木）・9（金）・10（土）
12月15日（木）・16日（金）・17日（土）

までの
申込みで

18：00～19：00
18：00～19：00

■申込方法：参加希望の日時を電話にてお伝え下さい。

定員制のため、お早めに
お申し込み下さい。

生徒・保護者の方、
ご一緒に参加して下さい。

■各申込の流れ お電話にてお問い合わせ 受講スタート説明会または個別三者説明会へ参加1 2 3

2016年 太田高校卒業
早稲田大学　
文化構想学部 文化構想学科 入学

冬期特別招待講習 担当講座
英語スタートダッシュ教室
C組 英語基礎力完成教室 特別編
高2生のための英語実力アップ教室

冬期特別招待講習 担当講座

私は、高2の12月に入塾しました。この時期の勉強のメリットは、受験勉強を本格化
する前に基礎分野の確認ができることです。私は、この確認作業を東進の高速基礎マ
スター講座で補いました。この講座は、その名の通り、高速で英単語を身につけるも
ので、いつでも手軽に復習ができます。これがきっかけで、学力がつく面白さを知り、
他の科目の勉強にも積極的に取り組むようになりました。勉強で1番大切なのは、面
白いと感じられることです。東進はそれを叶えてくれます。

私は高2の冬に入塾しました。当時、私は部活・生徒会活動中心の生活で、決まった時
間に勉強ができませんでした。しかし、東進の講座は、空いている時間に進められる
点で、非常に効率的でした。そして、納得がいかなければ、何度も見直せるので、分か
らない状態で先に進む心配もありません。冬に入塾したこともあって、受験を目前
に控えた先輩達の姿は、良い刺激になりましたし、来年は自分の番だという意識も
芽生えました。新学年が始まる前の入塾で、気持ちを受験へ切り替えましょう！

石川　桃花
2016年 太田女子高校卒業
青山学院大学　
法学部　法学科　入学

圧倒的な授業の質と
学力の伸びを「冬期特別招待講習」

で体験して下さい。

高速で基本の見直しができます！ 高校生活が忙しくても受講できる！

今井宏先生のＣ組です。この講座は、センターレベルまでの文法を中心に勉強しま
す。また、音読を取り入れた復習方法を推奨しており、これを実行すると、英語への抵
抗感がなくなると同時に、成績も音読の量に比例し、向上していきます。音読学習を
取り入れていない方は是非、今井先生の講座で身につけてみてはいかがでしょう
か？授業は、先生の愉快な話しも聞けるので、楽しみながら勉強できます。
英語が苦手な人には、おすすめの講座です。

板野博行先生のハイパー現代文です。現代文が苦手な人のみならず、逆に現代文を
更に実力アップさせたい人にもおすすめです。授業は比較的レベルの高い大学の過
去問を解き、先生の解説を聞いていくスタイルです。知識だけでなく、実践力も養え
ます。そして、何よりも役立ったのは、現代文の解き方と読み方の「コツ」を教えてく
れたことです。私はこの講座で現代文の苦手意識が無くなり、あっという間に得意
科目になりました。ぜひ、皆さんにおすすめしたい講座です。

おすすめ講座使える！ 役立つ！ 使える！ 役立つ！おすすめ講座

ハイパー現代文 特別編
センター現代文に強くなる
新高3生のための

「センター現代文攻略マニュアル」今井　宏 先生 板野　博行 先生

くん さん2015年 センター
本番レベル模試

2月※1

2016年 センター
本試験

169.4169.4
UP!UP!

2015年 センター
本番レベル模試

2月※1

2016年 センター
本試験

91.691.6
UP!UP!

点点 点点

東進 解決！なら

驚くほどわかりやすい授業

実力講師陣実力講師陣
東進の講師は、日本全国から
選りすぐられた大学受験のプ
ロフェッショナル。「なぜ、そう
なるのか？」「どう考えれば良
いのか？」にとことんこだわる
授業です。講座・講師の数が
多いので、必ずお目当ての先
生に出会えます。

自分の勉強法に
合った先生に

出会えるのかな？

東進 解決！なら

１分１秒もムダにしない学習法！

高速学習高速学習
東進の学習システムは、一人
ひとりの学習時間を無駄にし
ません。例えば、部活の無い
日にまとめて受講したり、家
のパソコンから授業が見れた
りします。そして、やる気さえ
あれば、1年分の授業を2週
間から1ヶ月程度で終えるこ
とも可能です。

部活や生徒会
活動で大忙し！

勉強との両立は
できるの？

東進 解決！なら

憶えたことを忘れない！
スモールステップ・
　　　パーフェクトマスター
スモールステップ・
　　　パーフェクトマスター

東進の授業は、およそ1万種
類。一人ひとりのレベル・目標
に合わせた学習ができます。
また、毎回の授業後に確認テ
ストがあり、授業で学んだポ
イントを理解できているかを
チェックします。このテストに
よって、復習の習慣が身につ
きます。

東進 解決！なら

基礎・基本の徹底

高速基礎マスター講座高速基礎マスター講座
招待講習生に限り、センター
試験の99.5％をカバーする

「英単語センター1800」や
「数学計算演習」「今日のコラ
ム」など、高速基礎マスター
講座の一部が無料で受講で
きます。スマートフォン等でも
学習できるため、自由に勉強
ができます。

「冬期特別招待講習」

の授業以外に
特典はあるの？

東進 解決！なら

君のモチベーションを高めます！

担任指導担任指導
東進では、生徒一人ひとりに
担任がつき、生徒のモチベー
ションを高め、維持して志望
校合格までをサポートしま
す。また、受験に関する悩みや
不安に対しても、君の考え方
を整理した上で、的確にアド
バイスします。

今はやる気がある

けど、最後まで続く

かどうか心配です。

東進 解決！なら

模試の復習がカンペキになる！

合格指導解説授業合格指導解説授業
東進には、マーク模試や記述
模試がありますが、模試受験
後には、合格指導解説授業が
見られます。これは、東進の講
師陣が、模試の重要部分に的
を絞った解説や、効果的な復
習方法を教えてくれるもので
す。模試を120％活用する方
法が、ここにあります。

模試の復習方法を
知りたい！

映像の授業と
聞いたけど、

ついていけるかな？

3教科得点            500点満点3教科得点            500点満点英 国 社 3教科得点            500点満点3教科得点            500点満点英 国 社

受講画面 高速学習イメージ図 確認テスト

高速基礎マスター 個別面談風景 授業風景

冬期高2生 高1生 高0生 申込
受付中!
Webまたは校舎まで

3講座無料招待!
12/10
90分授業 15回分無料×

土 までの
申込みで2講座無料招待!

12/17
90分授業 10回分無料×

土 までの
申込みで1講座無料招待!

12/26
90分授業 5回分無料×

月

※

勝負の冬が

　 はじまる!!勝負の冬が

　 はじまる!!

※1…東進が行っているセンター試験と同じレベル・出題形式の模試

太田駅

北口
ロータリー

ガスト トヨタ
レンタリース

富士重工

東進
2 2

407

407


