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キーワードは

「１０歳までにイメージング力」

画期的なカリキュラムで考える力を育み、国語力、算数力、伸びる力を大いに高めます。今後の大学入試
改革を見据えたお子さまの未来につながる講座です。

～授業の流れ～
ステップ１ きほんのおはなし
新しい単元の導入部です。アニメーションを見て状況
や概念を理解し、テキストで基本をマスターします。

ステップ２ ものがたり算数
「きほんのおはなし」の応用問題を学習します。物語
を通して、わくわくする世界を見てイメージング力を育
みながら算数の考え方、解答の導き方を学びます。

ステップ３ かたちの形
画面の中で立体的に変化するアニメーション映像を
通して、図形の展開や立体の切断などをスムーズに
イメージすることができます。

「イメージング力」を身につけさせるための手段と
してアニメ（動画）を活用し、お話を理解していく
流れの中で算数の問題に取り組むという、今まで
に無かった講座です。子どもたちが夢中になって
お話に入り込んでいる姿を見ていると、これまで
算数が苦手なまま大きくなった生徒たちにも受け
させたかったな、なんて思ってしまいます。

勉強を日常に取り込もう！

算数

国語

小学 3 年での学習内容のポイントを復習したうえ

物語文と説明文の読み方・解き方を中心に学習

で、「大きな数」の基本から応用までを学習します。

する４日間完結講座です。物語文では登場人物

また、「わり算」の基本を定着させ、計算力や文章

の気持ちのとらえ方や場面に注意して読む力、説

題を解く力を養います。また、ノートの使い方をしっ

明文では文章のテーマを正しく理解して筆者の

かり伝え、「ミスに気付く方法」を練習することなど

主張を読み取る力を重点的に身につけていきま

を通して、勉強に取り組む姿勢を作り、今後の学習

す。また、詩の鑑賞も取り上げます。毎回の授業

につなげていきます。4 年生では、「小数」や「分

の初めには新出漢字のテストを行うので、新学年

数」を扱うことが増え、学習量がアップします。今の

の先取り準備も万全です。

うちに基礎力をつけていきましょう。

高学年、スタートアップ講座！
算数

国語
高学年になると、文章をより正しく整理しながら理解し
ていくことが必要になってきます。この春期講習では、
「筆者の考え」「筆者の思い」を読み取ることに重点を
おき、「論説文」「随筆」を中心に取り上げます。これら
の文章は、そのベースに「筆者の思い」があります。筆
者の「言いたいこと」を伝えるために書かれており、そ
れがどこにあるのかを読み取ることが大切です。また、
毎回の授業の初めに行う小テストでは、漢字検定６級
合格に向けた取り組みを進めます。

小学 4 年での学習内容のポイントを復習したうえで、
「小数の計算」について基本から応用までを学習しま
す。小数のかけ算やわり算の計算方法はもちろん、四
則混合の計算までを練習し、計算力を高めていきま
す。また、ノートの使い方をしっかり伝え、「ミスに気付
く方法」を練習することなどを通して、勉強に取り組む
姿勢を作ります。5 年生は、算数の中でも重要な単元
が目白押しです。しっかりとペースを作っていきましょ
う。

国語

算数

中学校入学を見据えて、文章を効率的に整理しながら
読み進める練習を行います。この春期講習では、「筆
者の考え」「筆者の思い」を読み取ることに重点をお
き、「物語文」「論説文」「随筆」を中心に学習していき
ます。筆者が「言いたいこと・主張」をどのように表現
しているのか、その表現パターンを理解したうえで読
解に取り組むことで、どのような話題であっても正確
に主張を読み取ることのできる力をつけていきます。ま
た、毎回の授業の初めに行う小テストでは、漢字検定
５級合格に向けた取り組みを進めます。

小学 5 年での学習内容のポイントを復習したうえで、
「分数のかけ算・わり算」について基本から応用までを
学習します。分数のかけ算やわり算の計算方法はもち
ろん、文字と式の単元を学習し、数量のあつかい方を
マスターします。また、ノートの使い方をしっかり伝え、
「ミスに気付く方法」を練習することなどを通して、勉
強に取り組む姿勢を作ります。6 年生は、中学の数学
につながる重要な単元がたくさんあります。しっかりと
定着させていきましょう。

Pick Up! 開進館の
新小５

講座
新小６

アルファベットの音（フォニックス）を指導した上で、英

英語を用いた様々な英問英答表現を学習していきます。

語の数字を使った計算表現やあいさつ表現などをテ

中学の定期テストなどでもよく問われる「疑問詞を用い

ーマに、たくさんの英語を「話す」機会をもうけます。ま

た文」の対話例などを通じて経験的に理解をさせ、中学

た、それらの表現を実際に「書く」ことで、自分の考え

からの本格的な文法指導への基礎を固めます。また、ア

を英語で表現することを練習していきます。授業では

ルファベットの音（フォニックス）を指導した上で、多くの

多くの語彙に触れ、それらを正しく発音することで、

語彙に触れ、それらを正しく発音することで、「聞ける」

「聞ける」「分かる」状態にしていきます。

「分かる」状態にしていきます。

！
英語(S)

英語(V)

１学期に学校で習う英文法の基礎を一通り学習しま

1 学期に学校で習う英文法の基礎から標準レベルま

す。be 動詞と一般動詞の違いや、日本語にはない

でを一通り学習します。be 動詞と一般動詞の違い

「名詞の複数形」の考え方を理解することで、１学期

や、日本語にはない「名詞の複数形」の考え方を理解

の定期考査内容はもちろん、２学期以降の英語学習

することで、１学期の定期考査内容はもちろん、２学期

の基礎をしっかりと固めていきます。また、毎回の授

以降の英語学習の基礎をしっかりと固めていきます。

業時の小テストやまとめテストを通して多くの単語を

クラブ活動が始まる前のこの時期に、英単語の学習

覚えていくことで、英語を「読める」だけでなく「書け

を含めた多くの問題に取り組むことで、英語を正しく

る」ようにもしていきます。

理解し、使いこなせるようにしていきます。

数学(S)

数学(Ｖ)

「正負の数の四則計算」を学習します。ミスなく解け

「正負の数の四則計算」を学習します。ミスなく解け

るようにする方法を教えるので、小学生のときに計

るようにする方法を教えるので、小学生のときに計

算式の書き方を丁寧に学習してこなかった人はここ

算式の書き方を丁寧に学習してこなかった人はここ

でなおしましょう！また、定期考査で難問の出題が予

でなおしましょう！また、定期考査で難問の出題が予

想される「素因数分解」の学習もします。

想される「素因数分解」の学習もします。

理科(SV)

社会(SV)

中学生になる前に、最初の定期テストの理科で 90

中学校で始めに学習する地理と歴史の各単元を扱

点以上取れる力をつけることが目標です。春期講習

います。地理は世界地図の理解、時差、世界の気候

では、生物分野は「植物のつくり」を、化学分野は

を中心に、歴史は人類の誕生から古代文明の成立

「物質の性質」をそれぞれ中心に、重要単元を学習

までを扱います。覚えることがメインとなる社会です

していきます。その中で、中学校の理科がどういった

が、時差や気候は考え方も重要です。いずれも中学

ものなのかのポイントを理解できるようにします。３

校の最初の定期テストで出題される可能性のある

日間で重要事項をみっちり学習し、演習を通してモ

範囲です。しっかりと身につけて、周りのライバルに

ノにしていきましょう！

差をつけていきましょう。

高校入試への基礎固め開始！
英語(S)

英語(V)

現在のできごとを表す英文を中心に学んだ中１の英

中１で学習したことを元にして、過去や未来を表す

語をベースに、過去のできごと、未来の予定につい

表現や、覚えることの多い助動詞、より長い文を作る

ての表現をマスターすることが目標です。いずれも１

ための接続詞を用いた表現などを身につけることが

学期定期考査の重要ポイントになります。中１の be

目標です。ただ文法規則を暗記するのではなく、仕

動詞、現在進行形、can を用いた文の応用になりま

組みを正しく理解した上で演習を通じて定着させ、

す。書きかえや英作文など、定期考査で予想される

定期考査対策はもちろん、入試問題まで対応できる

文法問題にも取り組みます。

レベルの応用力をつけていきます。

数学(S)

数学(Ｖ)

中学・高校の数学学習の基礎となるのは、文字の扱

中学・高校の数学学習の基礎となるのは、文字の扱

い方です。それを理解できるよう、まずは、文字式の

い方です。それを理解できるよう、まずは、文字式の

理解を深めるための計算演習と記述演習を徹底し

理解を深めるための計算演習と記述演習を徹底し

て行います。さらに、連立方程式の基礎計算を反復

て行います。さらに、難関校の入試問題で頻出の難

演習し、１学期に時間をかけて文章題に取り組むた

解な計算にもチャレンジします。連立方程式の計算

めのゆとりをここでつくります。

問題についても、難関高校の入試で出題される難問
レベルまで取り組みます。

【新中２・中３対象】
皆さんより一足先に第一志望校に合格した先輩たちに、高校入試で成功する秘訣を聞く機会を以下
の日時・場所で設けます。「定期考査の得点、内申点を上げる方法」はもちろん、「志望校選びの時期
や決め手」など、様々なお話を聞くことができます。多くの卒業生を輩出し、地域に密着した指導を展
開している開進館だからこそ行えるセミナーです。この機会をぜひ、利用しましょう。

【新中２】 ４月６日(月) 19：30～21：00 ＠鳴尾校
【新中３】 ４月７日(火) 19：30～21：00 ＠鳴尾校

第一志望校合格への第一歩！
英語(Ｓ)

英語(Ｖ)

中２の重要単元である「助動詞・比較・不定詞・動

中３の１学期定期テストで主に問われる「受動態・

名詞・接続詞」を総復習した上で、中３の１学期定期

現在完了」を応用レベルまで学習するとともに、２学

考査や高校入試で頻出となる「受動態・現在完了・

期で主に扱う「文型・不定詞の構文・分詞」までを

不定詞の構文」を学習していきます。多くの演習問

学習し、長文読解に必要な文法の基礎をしっかりと

題を通じて、テストでつまづきやすいポイントを繰り

固めていきます。各文法単元は、規則の暗記にとど

返し学習することで、「うっかりミス」をなくして、内申

まらず、仕組みを正しく理解した上で演習を通じて

点にも大きく関わる定期考査での高得点につなげ

定着をさせ、難関校受験まで対応できるレベルの応

ていきます。

用力をつけていきます。

数学(S)

数学(Ｖ)

数式分野の最大の難関「因数分解とその利用」の

数式分野の最大の難関「因数分解とその利用」の

学習に重点を置き指導します。まずは、感覚的に解

学習に重点を置き指導します。まずは、感覚的に解

けるよう基礎問題を反復します。次に、私立高校や

けるよう基礎問題を反復します。難関私立高校や専

専門学科の入試に対応できるよう、やや難しい問題

門学科に必出の単元ですので、それらに対応できる

にも取り組んでいきます。１学期以降の学習には欠

よう、高 1 レベルの難問にも取り組んでいきます。

かせない内容となります。

国語(SV)

理科(SV)

春期講習では、「論説文」「小説」「古典」「文法」の

１学期の成績アップのために、春期講習での理科

４分野をバランスよく学習します。「論説文」「小説」

の学習はとても重要になってきます。中２内容の「天

の学習では、勘に頼らない、正しい読解法の基礎を

気」や「電流」の単元の内容も復習し、中３内容の

身につけます。また、苦手意識を持つ人も多い「古

「イオン」と「生殖」の単元を学習していきます。高校

典」では、歴史的仮名遣いなどの基本から、主語の

入試の理科の問題が難しいことは知っているかと思

把握などの頻出内容に至るまでをばっちり押さえま

いますが、中３理科は、定期テストのレベルもこれま

す。中学３年生として、定期テストや実力テスト、入試

でよりもさらに難しくなっていきます。春休みのうち

本番での高得点獲得のために、どのような力をつけ

に、しっかり理科を学習することで、差をつけましょ

なければならないのか、どのように学習していくべき

う！

なのか、その指針を示す４日間完結講座です。

ここから始まる大学入試！
atama＋

スタート！

第一志望校の選択肢を増やすためにも数学は重要！「数学を得意にしたいけど、どこから手を付けたらいいかわ
からない」。研伸館ＨＳでは、そういった声に対応するためにＡＩ指導をスタート。各問題に関連する単元を、場合に
よっては、小学校内容にまでさかのぼり、基礎の基礎から理解を再構築。これまでにない、アタラシイ数学の授業
を展開します。

新高１

新高２

数学 A のスタートは「場合の数」です。中学校で習っ

数学 B のベクトル、もしくは数列を AI 形式で学習しま

た場合の数をさらに発展させ，順列や組合せを計算で

す。各自の高校に合わせて単元を選択できます。ベクト

求めることが中心となります。また条件付き確率など

ルでは初めて大きさと向きももった量を扱うため慣れ

中学では習わなかった内容も多く含まれます。AI 演習

るまで丁寧な学習が必要です。AI 演習では各自のぺ

では各自のぺースですすめることができます。場合の

ースですすめることができます。ベクトルや数列が苦手

数が苦手は人には AI が判断し、中学の復習をするこ

な人には AI が判断し、必要に応じて中学の復習をす

ともできるので、安心して取り組んでいきましょう。

ることもできるので、安心して取り組んでいきましょう。

高校英文法入門
【品詞の理解・句・節】
高校英語において最も重要な品詞をはじめ、句・
節を学習します。品詞を理解することは、単に品
詞名を覚えることではなく、それぞれの品詞が文
中でどのような働きをするかを知り、それを自分
で使えるようにすることです。また、句・節を理解
することで、かたまりを意識し、文構造を把握しな
がら読む姿勢をつけます。高校英語の土台作りと
なる講座です。

高校数学入門
【数と式・因数分解】
文字式の整理の仕方、式の展開、因数分解まで
学習します。展開や因数分解の公式では中学校
で習ったものに比べて複雑なものもあります。特
に因数分解では対称式の美しい式変形を学びま
す。正確に覚えて、使いこなせるようにしましょう。
この単元は数学Ⅰのスタートであり、数学Ⅱや数
学Ⅲの土台にもなる非常に大切な単元です。

【接続詞】
高校英語では、しっかりと文法に基づいた判断を
しながら文を読む必要があり、感覚で読み進める
と誤読につながります。さらに、複雑な文において
は文の構造を理解しながら読み解いていく能力
が求められ、そのために特に重要な単元となる接
続詞を指導します。接続詞は何と何をつなぐか、
これには一定のルールがあり、感覚で決まるもの
ではありません。そのルールを知り、実際の文で
どのように使われているかを確認しましょう。

まず、方程式の計算と不等式の計算の違いを学
習します。似た解法ですが、注意点を間違えると
全く正解できないことになるのでそのコツをマス
ターしましょう。絶対値付きの方程式や不等式も
同様に間違いやすいポイントがたくさんあります。
この授業では慣れることも重視し，多くの演習問
題を解いていきます。たくさん解いて確実に正解
できるようにしましょう。

英語【準動詞・比較】

２組数学【図形と方程式】

英文法において特に重要な準動詞を中心に発展
問題の演習に取り組みます。不定詞・動名詞・分
詞などは、今後の文章読解において避けては通
れない単元です。この範囲をしっかり理解し、使え
る状態にできているかどうかでこの先の読解の
力が決まると言えます。高 2 の間にできるだけ早
く文法を定着させるため、高 2 が始まる前のこの
期間を利用しましょう。

数学Ⅱの範囲で、前期中間考査の試験範囲とな
る図形と方程式の授業を実施します。
３月の授業の続きですので、必ず通常授業の数
学受講生は取得してください。
また、式から図形を想像したり、図形から式を立
てたりできるように指導を行っていきます。

１組数学【三角関数】

３組数学【三角関数】

高１で学習した三角比の続きの学習です。加法定
理や２倍角の公式、三角比の合成などを学習しま
す。公式が多く、使いこなすためには練習が必要で
す。三角方程式を求める問題では様々なパターン
があり、ひとつひとつ丁寧に解説していきます。基
本事項をしっかり理解した後は入試レベルの問題
にチャレンジです。答案の書き方など理系としてマ
スターすべき点をもれなく指導します。

高１で学習した三角比の続きの学習になります。
加法定理や２倍角の公式、三角比の合成などを
学習します。公式が多く、使いこなすためには練
習が必要です。三角方程式を求める問題では
様々なパターンがあり、ひとつひとつ丁寧に解説
していきます。基本事項をしっかり定着させるため
数字替えの問題などの演習を通して、理解状況
を確認しながら進めていきます。

英語【スタンダード】

数学【ⅠＡ・ⅡＢ演習】

標準的な読解問題に取り組み、問題を解くだけで
なく、英文を読む際に意識すべきこと、また文章
全体の流れについて指導します。大学入試の長
文問題は、中堅大学でも意味が読み取りにくい
文章が出題されます。こういった文章を読み解く
ためには、まず文章全体の大きな流れを把握しな
がら読み進めることが大切です。そのためのキー
ワードとなる言葉をおさえておきましょう。

数学ⅠAⅡB の中でも関数の問題演習が中心と
なります。実際の入試レベルの問題を扱い、単な
る解法の解説ではなく、思考の方法や解答のまと
め方などを指導します。完全に解答できなかった
場合はその原因をしっかり考え、次に同様の問題
が出題されたときに解けるようにポイントを整理し
ていきます。関数が得意な人にも苦手な人にもお
すすめの講座です。

英語【ハイレベル】

数学【数Ⅲ特訓】

発展的な読解問題に取り組みます。難関大学で
出題される文章は抽象度が高いものが多いた
め、具体化しながら読み進めていく必要がありま
す。そのためには長文をただ読むのではなく、抽
象⇔具体のポイントを意識しながら読むこと、ま
た、様々な文章を読む中で、文章の論理展開も意
識しながら読むことで、多様な文を読み解く力が
つきます。

数学Ⅲの平常授業の続きを学習します。関数の
極限・導関数の計算が中心となります。数学Ⅲの
重要テーマである微分・積分の基礎を理解する
ためにも重要な単元です。特に導関数は定義に
従って計算できるようにしましょう。単なる公式の
暗記で終わることがないように、公式や定理の導
出は丁寧に解説します。平常授業で数学Ⅲを受
講している人は必ず受講しましょう。

