
どんな馬鹿でも物事を大きく、複雑に、暴力的にすることは出来る。 

でも、逆の方向に動くには天才の片鱗と多大な勇気が必要だ。 

Any fool can make things bigger, More complex, and more violent. 

It takes a touch of genius, and more 

（エリザベス･フェルプス） 

 

  

When you reach for the stars, you may not quite get one, but you won’

t come up with handful of mud either.~(Leo Burnett)                

「星をつかもうと手を伸ばしても、なかなかつかめないかもしれない。   

でも、星をつかもうとして、泥をつかまされることはない」 

武相学園 

通年進学講座２０１８               

～５TH ＡＮＩＶＥＲＳＡＲＹ RESTART～ 
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もう一度原点回帰 

進路指導部 部長 古川 敦 

３コース制を導入して５年が過ぎました。進学講座もこの期間にのべ３０００人以上の受講者を集め、講座数も季節講習も

含めるとおかげさまで８４５講座開講することができました。今年はその総括として今一度あらゆる面で見直しました。生徒

諸君は一体何を求め、どんな勉強をしたがっているのか、どんなスタイルで更なる高みを目指したいと考えているのか・・・

今年から新たに進学講座に参加して頂く先生方をはじめ、駿台のラインナップの選出、今一度原点に戻り､生徒のニーズに合っ

た､そして生徒の夢の実現を手助けするような進学講座を企画するに至りました。２，３年生でまだ受講したことのない人はも

ちろん、新入生は部活動の合間などに１講座でも、自分で選んで、自分を高め、自分の夢への第一歩のために受講して頂けた

ら幸いです。「大学受験は１年生が一番大事」と新入生には伝えます。２，３年生には「進路を安易に決めて妥協しないこと」

その言葉を頭の片隅において百花繚乱の武相高校新が講座のドアをたたいてみて下さい。 

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.-  

                         挫折を経験した事がない者は、何も新しい事に挑戦したことが無いということだ。 

 

武相式進学講座 特徴 

 １）知識だけを教えるのでなく、やり方を教える補習⇒ 

補習のない残り日に何をすれば成績アップするのかを提示する補習をめざし

ます！ 

２）目の前の目標がはっきりしている補習⇒ 

模試や検定をスモールターゲットとしてワンランク上をめざす補習をめざし

ます！ 

３）補習後も対応できる補習⇒ 

スタディサプリがフォローアップし､放課後の疑問やもっと探求したい気持

ちを応援する補習をめざします！もちろん講座担当の先生も全面的にバック

アップします！ 

４）通学時間０分のリーズナブルな補習⇒ 

放課後の清掃を終えて、さあスタート、料金設定は通常の学習塾、大手予備

校のおおよそ１０分の１で受講できる補習です！ 
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An investment in knowledge always pays the best interest. （ベンジャミン・フランクリン） 

 知識に投資することは、常に最大の利益をもたらす。 

イニシャルラーニング（第１回）必須。映像授業は第２週からとなります 

開講第１週は武相高校の講座担当者が講座の進め方の説明などのガイダンスを主に行います。申し

込みをした生徒は必ず参加して下さい。ただし、駿台をはじめとする予備校が主催する映像講座は

テキスト到着後の開講となりますので、第２週（②）から始まります。注意して下さい。テキスト

は後日担任の先生からお渡しします。 

 

講習時間 

 １５：３０～１７：００（１７：２０） 

 （駿台の講座は１００分） 

最終申し込み締め切りは、５月７日（月）１３：００までとな

ります。 

 

スタディサプリの申し込み 

今年度も、本校進学講座と CM などでお馴染みの「スタディサプリ」とのタイアップ

授業を数多く開講します。 

後日、ID 発行登録会を行いますので、スマートフォンを持参し出席してください。

登録後、３月末までスタディーサプリは使い放題となります。 

今年度は部活動生にも積極的に利用してもらうため､本校の進学講座を部活動との

http://iyashitour.com/archives/22973
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関係で受講できない生徒諸君対象とした申し込みスタイルも用意しました。ぜひ活用

して下さい。 

 

特進クラス前の恒例の合格掲示板、いつの日か壁一面に張り出したい！ 
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スケジュール 

 

講義日程 （原則試験1週間前や模擬試験日には実施しません）

日 月 火 水 木 金 土

4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日
始業式 特進到達度テスト 特進到達度テスト 特進到達度テスト 学力テスト

4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日
生徒健康診断

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日
1～2年東進高レ模試 1～2年東進高レ模試

３年ベネッセ記述 ３年ベネッセ記述

5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日
３年河合マーク ① ① ① ① ①

5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日
修学旅行期間 修学旅行期間 修学旅行期間 修学旅行期間 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前

5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日
テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 中間テスト 中間テスト 中間テスト

5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日
１，２年河合全統 １，２年河合全統 １，２年河合全統 ３年河合記述

中間テスト 3年東進センター 3年東進センター 3年東進センター 英検 ①
6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日

② ② ② ② ②
6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日

③ 保護者面談 保護者面談 保護者面談 保護者面談 ②
6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日

④ ３年ベネッセマーク ３年ベネッセマーク ３年ベネッセマーク ③
6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日

創立記念日 ③ ③ ③ テスト１週間前 テスト１週間前

7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日
英検２次 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 期末テスト 期末テスト
7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日

1～2年ベネッセ 1～2年ベネッセ

期末テスト 期末テスト 3年ベネッセ記述 返却日 返却日
7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日

夏期講習Ⅰ 夏期講習Ⅰ 夏期講習Ⅰ 終業式
7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日

３年河合マーク ３年河合マーク 夏期講習Ⅱ 夏期講習Ⅱ 夏期講習Ⅱ
7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日

特進勉強合宿 特進勉強合宿 特進勉強合宿 特進勉強合宿 特進勉強合宿

8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日

8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日
夏期講習Ⅲ 夏期講習Ⅲ 夏期講習Ⅲ

8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日
１，２年河合全統 漢検 夏期講習Ⅳ 夏期講習Ⅳ 夏期講習Ⅳ オープンキャンパス

8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日
始業式

３年河合記述 夏期講習Ⅴ 夏期講習Ⅴ 夏期講習Ⅴ GTEC
9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日

学力テスト ３年ベネッセマーク ３年ベネッセマーク 土曜③
9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日

⑤ ④ ④ ④ ④ ④
9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日

⑤
9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日

3年東進センター

学園祭 ⑤ 体育祭合同演習会 ⑤ ⑤
9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日

⑥ 体育祭 ⑤ ⑥ ⑥
10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日

⑥ ⑥ ⑥ テスト１週間前

10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日
３年河合記述 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 中間テスト 中間テスト
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講義日程 

 
 

◎教室の収容人数の関係で、定員になり次第締め切らせて頂く講座もあります。ご了承ください。 

◎教室は申し込み状況に応じて変更になる場合があります。その場合は担任を通して連絡、もしくは掲示板にてお

知らせします。 

◎レベルの見方  特進・HL・・・ハイレベル(発展的な内容から難関大学レベルの問題を主に扱います、目標は

MARCH以上。主に特進コースの生徒を対象とした講座です。 

         進学（スタンダードレベル(教科書レベルから入基礎問題を扱います、目標は日東駒専など。 

            主に進学コースの生徒を対象としますが、基礎内容から始めるのでやる気のある総合コ

ースの生徒の受講も可能です。 

                    検定対策・・・必ずその目標検定に受検することを前提とした講座となります 

講座番号 講座名 使用教室 担当者 講座番号 講座名 使用教室 担当者 講座番号 講座名 使用教室 担当者

101 1年HL入試英語 サテライト 古川 201 １年特進現代文 サテライト 小久保 301 １年特進古文 サテライト 堀内

102 1年英検3級対策 ３年８組 太田 202 １年進学現代文(文検対策) ３年８組 矢櫃 302 １年進学古文 ２年２組 岩田

103 1年超基礎英語 ３年７組 小松原 203 ２年特進詳説日本史 記念館１ 代ゼミ 303 2年特進英語（１） ２年９組 古川

104 ２年特進日本史 ２年８組 荒木 204 ２年特進数学 ２年９組 黒須 304 2年進学英語 ２年８組 西野

105 ２年特進理系古文 ２年９組 堀内 205 ２年進学数学 ２年８組 忠澤 305 ３年センター英語（新規） 記念館２ 駿台

106 2年進学古文 ２年６組 中村 206 ３年必修古文 記念館２ 駿台 306 ３年センター化学 記念館３ 駿台

107 ３年早慶レベル英語 ３年１０組 斎藤英 207 ３年センター物理 記念館３ 駿台 307 ３年数学ⅠAⅡB 記念館１ 駿台

108 ３年センター英語（継続） 記念館２ 駿台 208 英検準２級対策 ３年６組 吉田 308 3年MARCH国語 ３年６組 石堂

109 高２特進世界史 記念館１ 代ゼミ

講座番号 講座名 使用教室 担当者 講座番号 講座名 使用教室 担当者 講座番号 講座名 使用教室 担当者

401 1年特進英語 サテライト 柴田 501 １年特進数学 サテライト 河原 601 2年センター化学基礎 記念館１ 駿台

402 1年進学英語 ３年８組 鈴木 502 １年進学数学 ３年８組 渡辺

303 2年特進英語（２） ２年９組 古川 503 2～３年HLセンター現代文 LL教室 東進

403 ２年英文法エッセンス 記念館２ 駿台 504 ３年進学英語(文法) ３年７組 真柄

404 3年HL詳説日本史 記念館１ 代ゼミ 505 3年AO推薦文章添削講座(大学) ３年９組 さんぽう

405 3年数学HLⅢ ３年１０組 岸 506 3年志望理由書講座(専門学校) ３年１０組 さんぽう

406 3年センター日本史 記念館３ 駿台

407 3年センター政経 記念館４ 駿台

無料 3年公務員対策講座 ３年９組 東京IT講師

月 火 水

木 金 土
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受講ガイダンス・年間カリキュラム 

英語 

 

講座番号 講座名 講座内容 テキスト購入 担当者

101 1年HL入試英語
前期は中学時代に多くの者が活用したであろう全県模試などの高校受験模試を素材
にこの時期までに習得すべき学習方法の再確認を行います。理解度が進めばベネッ
セ模試の過去問にも触れ、大学入試問題の基礎学習を作っていきます。

古川

102 1年英検3級対策
いまからでも中学校の内容から復習を！3級取得を目指して基礎から丁寧にやってい
きましょう。昨年度から導入されたライティング、リスニングの対策も行っていきます。 太田

103 1年超基礎英語
中学校の最初の内容から復習し英語の基本を理解でき高校で楽しく授業に参加でき
るようにすることを目指します。講義形式の形は取らず、毎回与えられたプリントを各
自で進め､個人的にわからないところを質問して基礎の基礎の基礎を作っていきます。

小松原

107 ３年早慶レベル英語

対象は早慶上智､理科大をはじめとする、センターの得点ではどうにもできない私大の
問題をこの時期から分析し、徹底解説していきます。まだそのレベルではないが将来
的にそうした上位大学に臨もうと思っている生徒諸君も頑張って受講してみよう。一緒
にいい汗流してみよう。

斎藤英

108 ３年センター英語（継続）
昨年度春に「センター英語」を受講した者を対象にその続きからスタートします。内容
はセンター実践にいきなり入っていくので、センターをはじめから学習したい諸君は305
の講座を受講しましょう。

〇 駿台

208 英検準２級対策
長文、ライティング、リスニング問題を繰り返し行う。苦手分野をなくして本番に望める
ように取り組む。 吉田

303 2年特進英語（１）（２）
主にMARCHの昨年度の入試問題を使い、その解法のプロセスを解明していきます。
文法項目がすべて終わっていることはもとより、1年次に語彙学習を進めていた生徒を
対象とする。

古川

304 2年進学英語
大学入試に必要な知識を基礎から応用まで幅広く学習していきます。文法問題を解く
だけでなく、実際の入試問題も扱いながら進めていきますので、実力アップ間違いな
し！２年から本格的に入試対策を始めよう！！

西野

305 ３年センター英語（新規）

4月からセンター対策をはじめる生徒を対象とします。前期10回ではその土台の文法
に時間を費やすので、基礎からでも３年だから実践問題をこなさなければという生徒諸
君にはうってつけの講座内容となります。センター４０％超えればどこか合格が見えて
きます。がんばりましょう。

〇 駿台

401 1年特進英語
文法書Vintage利用して、高校英語の土台となる語法に焦点をあて授業を進めていき
ます。中学時代に抜けてしまった部分を補いつつ、模試や資格試験に通用する文法力
を身につけます。

柴田

402 1年進学英語
中学英語（文法）の理解度を確認し、苦手項目の補強をするとともに高校英語で扱う
新しい内容を学習していきます。 鈴木

403 ２年英文法エッセンス
英語のすべての土台は文法です。この文法力の基礎から応用までめざすのがこの講
座となります。前期５回と夏期３回を加え基礎を完成していきます。まずは来年の受験
に向けて、いいスタートを切りましょう。

〇 駿台

505 ３年進学英語(文法)
基礎から、受験に役立つ事項まで､文法をやっていきます。理解の裏付けとなる理屈を
しっかりと身に付けてもらいます。 真柄
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数学 

 
武相自慢の数学三本柱(黒須先生･岸先生･河原先生)の白熱授業風景！！君のハートを離さない 

 

 
 

 

 

数学
講座番号 講座名 講座内容 テキスト購入 担当者

204 ２年特進数学
今年度はスタディサプリを利用し、応用問題に多く取り組みます。同時並行で実際の入試問題にも触れま
す。数学を使用して大学受験を考えているものは積極的に受講して下さい。当面の目標は河合塾全統模
試・進研模試で偏差値６０オーバーです。一緒に頑張りましょう！

〇 黒須

205 ２年進学数学
理系クラスを対象として、昨年度のスタンダードレベル数学を引き継ぎスタディサプリのテキストを利用しま
す。数学Ⅰ、Ａから数学Ⅱ、Ｂの応用問題を取り組んでいきます。一般入試を目標に頑張っていきましょ
う。

○ 忠澤

307 ３年数学ⅠAⅡB
数学ⅠAⅡBの分野の基礎をしっかり固めたい人を対象に、入試における頻出分野の中で、重要な項目な
のに不得意とすることが多いテーマを扱っていきます。駿台本校でも人気の大逆転推奨講座を学校で受講
できます。ぜひ！

〇 駿台

405 3年数学HLⅢ
主に特進クラスの進路に合わせ、問題演習を行っていく。テキストはスタディサプリのテキストを用い授業で
の演習プラス映像授業を自宅学習に加えることにより、より効果的な学習をしていく。妥協は一切しない。
結果にコミットさせていきます！

〇 岸

501 １年特進数学
模擬試験の過去問を扱います。それぞれの時期に合わせて、校内実施される河合塾やベネッセの模試の
過去問を解説します。したがって、模擬試験を積極的に受験していく生徒を対象とします。かなり難しい内
容になりますので、相当の覚悟をもって受講してください。

〇 河原

502 １年進学数学
スタディーサプリを利用し、主に数Ⅰを学習していきます。理系進学を考えている者を中心に、一般入試を
目指しましょう。 〇 渡辺
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国語 

 

 
 

 

 

                MR.古文の堀内先生の雅な授業風景 

講座番号 講座名 講座内容 テキスト購入 担当者

105 ２年特進理系古文
大学入試過去問題（マーク式問題・センター試験を中心に）を材料に、入試に狙われ
やすい文法事項・句法などをチェックする。国立大を考えているが､今年通常授業で古
文がない意識高い系のプログラムとなるので注意して下さい。ナマステ！

堀内

106 2年進学古文
１年次の古典文法である動詞・形容詞・形容動詞の活用の総復習と主語の捉え方を
重点的におこない、文章を読解できることを目指します。 中村

201 １年特進現代文
模試の過去問を利用し、大学受験を意識して問題の解き方、記述式解答の作り方を
指導します。特進クラスを対象としたかなりハイレベルな内容になるので、周囲が火傷
するような熱い志を持って受講して下さい。

小久保

202 １年進学現代文(文検対策)
１月の文章検定に向けて､問題構成の理解から､学習法まで君を合格へいざないま
す。文検合格請負人が満を持して開講するプラチナ講座。１年生は新テストで検定試
験の扱いが更に高まります。一緒に資格ゲッツ！主に３級合格をめざします。

矢櫃

206 ３年必修古文
初めて出会った文を読むために必要な知識を整理し、設問に対応するのに必要な情
報収集の力を整備していきます。わかりやすい解説は全国でも定評がある駿台人気
講師が担当します。夏期講習と合わせて完成する形となります。

〇 駿台

301 １年特進古文
授業の延長で文法事項を中心に講義を行なう。また、模擬試験の過去問題を使用し、
どのような問題が出題されるのか解説をしていく。ジャンボ！ 堀内

302 １年進学古文
古文読解の基礎となる旧仮名遣いや動詞の活用形などを中心に古典文法を学習し、
授業の理解度を深め発展させていく。 岩田

308 3年MARCH国語

一般入試でMARCHレベルの大学の受験を考えている生徒を対象に問題演習プラス重
要ポイントの解説という１回完成型の実践演習となります。基礎学力はもちろんですが
全体MARCHに行きたいという強い気持ちを持って臨んでくれれば結果はついてきま
す。ようこそ石堂ワールドへ！

石堂

503 2～３年HLセンター現代文
春期も開講した伝説のセンター講義の過年度講義。センター試験の神髄を知り、基本
的な考えを春までに養った生徒が主に対象となります。めざせセンター現代文８０％！ 東進

505 3年AO推薦文章添削講座(大学)

AO入試の基本は志望理由書と論文そして面接です。この講座では志望理由書と論文
にスポットを当て、添削（２回）込みで指導していきます。また志望理由書作成に欠かせ
ない題材探しのお手伝いも行います。推薦突破を考えている生徒諸君はこの指止ま
れ！！

〇 さんぽう

506 3年志望理由書講座(専門学校)
専門学校の志望理由書は大学の推薦やAOとはひと味違いがあります。その違いを
知っているいないで合格への可能性は変わってきます。すでに専門学校への進学を考
えている生徒さんは受講してみてください。２回の添削も行います。

〇 さんぽう

５０５，５０６の講座開講日程は　５/１１（金）、５/３１（木）、６/８（金）、６/２２（金）､９/１４（金）の合計５回で実施します
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社会･理科 

 
 

 

合格した先輩（高いモチベーションで継続すれば、君たちもいつか････）    大画面の駿台の映像授業の様子 

 

 

 

 

講座番号 講座名 講座内容 テキスト購入 担当者

104 ２年特進日本史
授業の進み具合や、皆さんの理解度を見ながら、その時点で皆さんに足りない部分を
補う時間にしたいと思います。ENGRAM2200を毎日必ずやっておいて下さい。自主学
習用としてスタディサプリのテキストも併用していきます。

〇 荒木

203 ２年特進詳説日本史
２年特進コースを対象とした継続講座となります。今年から新規に日本史を極めたい
諸君は４０６を受講してください。 〇 代ゼミ

207 ３年センター物理

授業では重要なポイントを確認しながら基本チェックをします。また実践的な問題を解
決し、応用力をつけます。また映像授業の特長を活かし、CGを用いて進めていきま
す。受験物理を楽しみましょう！夏期と合わせて全１０回進めていくので受講者は夏期
も必ず申し込んでください。

〇 駿台

306 ３年センター化学
センター試験化学で満点をめざしているのに最適な講座です。前期及び夏期を合わせ
た全１０回でセンター試験に必要な基本事項を詳しく説明していきます。その際この講
座のオリジナルテキストが君を完全にサポートしてくれるでしょう。

〇 駿台

404 3年HL詳説日本史
昨年度からの継続講座となります。今年から新規に日本史を極めたい諸君は４０６を
受講してください。 〇 代ゼミ

406 3年センター日本史
用語をただ単に暗記し、カンに頼るのでは、敵を知らずに戦うようなものです。効果的
なポイント整理を通して実力養成をめざします。 〇 駿台

407 3年センター政経

政経は日々の積み重ねが得点力アップに直結する科目です。この講座では初学者が
無理なく実力を伸ばせるように､基礎からの積み上げを重視した授業を駿台の御茶ノ
水校エースが展開します。ただし、前期と夏期を合わせて前半部分の完成をめざしま
すので夏期も必ず申し込んで下さい。

〇 駿台

601 2年センター化学基礎
来年のセンター化学基礎で満点取ってやるという意欲のある人が対象。講義のスター
トは基本事項の詳しい説明ではじめ、最後はセンター試験の解法をマスター。実験も
やります。CGも多用します。楽しみにしてください。

〇 駿台

109 2年特進世界史
国公立文系で社会科目を２科目必要な生徒を対象にハイレベルな有名講師授業を行
います。ただやる気のある意識の高い進学クラスの生徒も待ってます。 〇 代ゼミ

無料 3年公務員対策講座

毎年恒例の公務員合格請負講座です。２年次からこの講座を受講している人はもちろ
ん、今年から公務員をめざしたい３年にもドシドシお申し込み下さい。秋に必ず合格を
勝ち取りましょう。日程は以下の予定になります。通常の講座と異なるので注意して下
さい。5/10, 5/31, 6/28の計３回となります

東京IT
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平成30年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校１年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月

５月
第１回全統高１模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

６月

７月
第１回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

８月
第２回全統高１模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

９月

１０月
第２回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

１１月
第３回全統高１模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

１２月
第３回高校生レベル模試（東進）

（３０００円）

１月
第３回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

２月
第４回全統高１模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

３月

◎ 本年度は校内で８回の模試を実施します。

◎ 赤字の模試は原則、進学コースは必須受験となります。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

◎ 事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成３０（2018）年度　武相高校　１年　進学･総合コース　模擬試験予定表
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平成30年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校１年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月
第1回高校生レベル模試（東進）

（３０００円）

５月
第１回全統高１模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

６月

７月
第１回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

８月
第２回全統高１模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

９月

１０月
第２回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

１１月
第３回全統高１模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

１２月
第３回高校生レベル模試（東進）

（３０００円）

１月
第３回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

２月
第４回全統高１模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

３月

◎ 本年度は校内で７回、校外で２回の模試を実施します。

◎ 特進コースは原則すべて必須受験となります。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

◎ 事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成３０（2018）年度　武相高校　１年　特進コース　模擬試験予定表
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平成30年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校2年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月

５月
第１回全統高２模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

６月

７月
第１回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

８月
第２回全統高２模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

９月

１０月
第２回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

１１月
第３回全統高２模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

１２月
第３回高校生レベル模試（東進）

（３０００円）

１月
第３回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

２月
全統高２記述模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

３月

◎ 本年度は校内で６回、校外で２回の模試を実施します。

◎ 赤字の模試は原則、進学コースは必須受験となります。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

◎ 事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成３０（2018）年度　武相高校　２年　進学･総合コース　模擬試験予定表
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平成30年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校2年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月
第1回高校生レベル模試（東進）

（３０００円）

５月
第１回全統高２模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

６月

７月
第１回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

８月
第２回全統高２模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

９月

１０月
第２回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

１１月
第３回全統高２模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

１２月
第３回高校生レベル模試（東進）

（３０００円）

１月
第３回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

２月
全統高２記述模試（河合塾）

（４０００円）（発展）

３月

◎ 本年度は校内で８回の模試を実施します。

◎ 特進コースは原則すべて必須受験となります。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

◎ 事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成３０（2018）年度　武相高校　２年　特進コース　模擬試験予定表
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☆ 大学受験に向け、高校２年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月
第１回総合学力記述模試（ベネッセ）

（４０００円）

５月
第２回センター本番レベル模試（東進）

（３０００円）
第１回全統マーク模試（河合塾）

（５５００円/４５００円）

第１回全統記述模試（河合塾）
（４５００円）

６月
第１回総合学力マーク模試（ベネッセ）

（４０００円）

７月
第２回総合学力記述模試（ベネッセ）

（４５００円）

第２回全統マーク模試（河合塾）
（５５００円/４５００円）

８月
第２回全統記述模試（河合塾）

（４５００円）

９月
第１回駿台ベネッセマーク模試

（４０００円）※一般受験希望者のみ

１０月
第１回駿台ベネッセ記述模試

（４０００円）※一般受験希望者のみ
第３回全統記述模試（河合塾）

（４２００円）

第３回全統マーク模試（河合塾）
（５５００円/４５００円）

１１月
第３回駿台ベネッセマーク模試

（４０００円）※一般受験希望者のみ
全統センター試験プレテスト

（河合塾）　（５５００円/４５００円）

１２月
センター本番レベル最終模試

（東進）（３０００円）

◎ 本年度は校内で９回、校外６回の模試を実施します。

◎ 進学コースは、赤字の模試は原則必須受験とします。その他の模試は希望大学等

を考慮し、計画的な受験を奨励します。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成３０（2018）年度　武相高校　３年　総合・進学コース　模擬試験予定表
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平成30年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校3年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月
第１回総合学力記述模試（ベネッセ）

（４０００円）

５月
第２回センター本番レベル模試（東進）

（３０００円）
第１回全統マーク模試（河合塾）

（５５００円/４５００円）

第１回全統記述模試（河合塾）
（４５００円）

６月
第１回総合学力マーク模試（ベネッセ）

（４０００円）

７月
第２回総合学力記述模試（ベネッセ）

（４５００円）

第２回全統マーク模試（河合塾）
（５５００円/４５００円）

８月
第２回全統記述模試（河合塾）

（４５００円）

９月
第１回駿台ベネッセマーク模試

（４０００円）※一般受験希望者のみ

１０月
第１回駿台ベネッセ記述模試

（４０００円）※一般受験希望者のみ
第３回全統記述模試（河合塾）

（４２００円）

第３回全統マーク模試（河合塾）
（５５００円/４５００円）

１１月
第３回駿台ベネッセマーク模試

（４０００円）※一般受験希望者のみ
全統センター試験プレテスト

（河合塾）　（５５００円/４５００円）

１２月
センター本番レベル最終模試

（東進）（３０００円）

◎ 本年度は校内で９回、校外６回の模試を実施します。

◎ 特進コースは、赤字の模試は原則必須受験とします。その他の模試は希望大学等

を考慮し、計画的な受験を奨励します。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成３０（2018）年度　武相高校　３年　特進コース　模擬試験予定表
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学校の授業を
しっかり理解したい！

定期テストで
得点UPしたい！

部活と勉強を
両立したい！

中学校の復習から難関大国公立対策まで

3,000講義で成績があがる！

全国の実力派講師の授業で圧倒的に分かりやすい！

英語成績アップ
の請負人

肘井 学
英
語

数学の本質理解
のトレーナー

山内 恵介

数
学

いとおもしろくする
美人コンダクター

岡本 梨奈
古
典

スタディサプリの成績があがる仕組み

通年講座（小・中・高校） センター試験対策講座

志望校対策講座 AO推薦対策講座 小論講座

英検対策講
座

公務員試験対策講座 ・・・・・

講師監修のテキスト！

PDFで無料ダウンロード可能。
冊子型テキストは1冊1.000円（税込・送料込）。

講座末には確認テスト！

講座末の確認テストを解くことで定着を確認。

センター過去問７年分

140大学の過去問
ダウンロードし放題！

過去問もある！

全国で２５万人が利用中！

1ランク上の
志望校を狙いたい！

詳しくは裏面へ！

スタディサプリは
こんな生徒に
おすすめ！

複数の予備校を経て、スタディサプリに登場。
授業満足度の高さに加えて成績が上がった」
「英語ができるようになった」という生徒の声が
続出。特に難関大の指導と合格率に定評あり。

『数学の本質を指導する』をモットーに、様々なレ
ベルの生徒を指導。上位大学を目指す生徒のみ
ならず、数学苦手の生徒に人気が高く、数多くの
数学アレルギー者の蘇生術に成功。

予備校での長年の指導では、基礎から難関レベ
ルまで幅広く担当。自身の受験時代の苦手教科
は何と古典で、苦手を克服したからこそ伝えられ
る「わかりやすい解説」で、全国から感動・感謝の
声を集め表彰多数。
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If you want to be successful, it's just this simple: Know what you are doing, love what you are 

doing, and believe in what you are doing. 

「もし成功したいと思うなら、簡単なことだ。自分のやっていることを知り、愛し、信じることである。」 

by Will Rogers（ウィル・ロジャース） 

通塾不要！しかも圧倒的な低価格！

受験生が塾・予備校に支払っている金額は平均で月額44,744円。年換算すると約50万円にのぼります。
スタディサプリなら年間49万円もお得です。

塾・予備校との利用料金の比較
（5月～3月の11ヶ月利用の場合）

約50万

学校申込 個人契約 塾・予備校

11,638円

年間
約49万円
お得！

更に
お得！

８,000円

１. 科目ごとにレベルが選べる！
スタディサプリは、全学年・全レベルの講義動画を自由に受講することができます。
「得意科目をハイレベルやトップレベルの講座でさらに強化」「苦手科目はスタンダードレベルで
じっくり基礎固め」といった受講が可能。高2までの内容を振り返ることもできます。
自分に合ったレベルを選んで、最適な学習プランをたてよう！

志望大学に合格したい！
そんなあなたへのおすすめポイント

２. 充実した入試対策講座
スタディサプリの講義動画は、全国の予備校などで多くの合格者を輩出してきた講師陣が担当。
各科目、大学入試指導のプロが講義を行います。
通年講座に加えて、「志望校対策講座」「センター試験対策講座」を開講。充実のラインナップ
で、入試直前までサポートします！

スタディサプリ学校
申込年間利用料金例

スタディサプリ個人
年間利用料金例

塾・予備校の
年間利用料金例

入学金 0円 0円 30,000円

受講料金 ８,000円
11.638円
(1,058円/月)

360,000円

センター対策講座 0円 0円 45,000円

志望校対策講座 0円 0円 45,000円

テキスト代金 （別途1冊 1,000円） （別途1冊 1,200円） 塾・予備校による

年間利用料金(税込) ８,000円 11.638円 480,000円

合格者の声

慶應義塾大学
総合政策学部
高橋 嘉尋さん

地方に住んでいたせいか受験に関する
情報があまり入ってこなかったのですが、
授業動画の中から情報を得ることができ
ました。先生がオススメの参考書や、受験
勉強でどの時期に何をやればいいかなども
教えてくれるので、スタディサプリは情報
収集として活用することもできます。僕に
とってのスタディサプリは、勉強の内容は
もちろん、勉強のやり方や受験の戦い方を
教えてくれる存在でした。

横浜国立大学
理工学部
吉木 万由子さん

関西学院大学
人間福祉学部
岡田 つかささん

スタンダードレベルからハイレベル、トップレベル
まで受験科目の全ての講座を観ましたが、
基礎的なことはスタンダードでしか説明しない
こともあるので基礎が足りない私には合って
いたと思います。9月に全ての講座を観終わる
までは問題集などは解かずにサプリの動画と
テキストだけで学習をしました。大学受験の
問題は仕組みや原理を理解することでしか
解けないものもあります。サプリはそういった
解法のようなものもわかるのでよかったです。

サプリは科目内でもチャプターが分かれて
いるので自分の苦手な部分を重点的に
勉強できましたし、ナカムラさんのおかげで、
観る授業の計画も曜日ごとに立てられ
ました。私は、「どんなに疲れているとき
でもサプリの流し観だけは忘れない」という
ことを自分の中で決めていましたが、先生
が大好きだったこともあり、疲れているとき
でもやる気を出して頑張ることができました。
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２０２０年度の入試改革を知っていますか？ 

２０２０年度の大学入試改革から入試形態が大きく変わります。世の中で必要とされ

る能力が変わって行くにつれて、生徒に求められる能力も変わってきました。それを受

けて大学入試で問われる能力も変更されます。 

 

今までの知識･技能（基礎学力）だけで判断された試験から、知識技能に加え、思考力、

判断力、表現力と主体性･多様性･協働性を評価する､新しい評価方法に変更されます。

大学入試だけでなく世の中に必要とされる能力も変わっていることから、日頃から新

しい能力を身に付けることが大切になっていきます。 

 

出願に必要な書類が変わります！！ 

２０２０年の大学入試では、受験する際に必要な書類も変わります。今までの受験時の願書には、

在籍校や住所などの基本情報のみでしたが、２０２０年からは正式にそれに加えて、今までの学校

生活の中で行ってきた活動、出場した大会、参加した研修や講話などの記録を大学側に送ることが

要求されます。 

そこで、高校での活動の記録を大学に繋げるため、JAPAN e-Portfolio(JeP)という新しいシステム

が国で用意されました。 

 

スタディサプリの活用 

JAPAN e-Portfolio(JeP)に記入する内容は､大学に出願するための「清書」になります。出願直前に

慌てて高校３年間をまとめるのでなく、普段から日々の活動メモを記録しておいて、清書を書くた

めの素材をたくさん持っておくことが大事になります。 

↓ 

１年次からスタディサプリの「活動メモ」を利用しましょう。

ID 発行者は自動的にこの機能を使うことができます。 
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No matter where you go, no matter who your ancestors were, what school or college you have attended, or who helps you, 

your best opportunity is in yourself. The help you get from others is something outside of you, while it is what you are, what 

you do yourself that counts. 

たとえあなたがどこへ行こうと、またたとえ祖先がだれであり、どんな学校や大学を卒業し、だれが助けてくれようと、

最良の機会は自分自身の中にある。他人から得る助けは自分の外にあるものであって、大切なのは自分という人間であり、

自分自身がする行為なのである。(慶應義塾大学 経済 ２０１３の入試問題より) 

 

 

 

高校 1 年生の生徒諸君へ 

大学受験は高校受験と根本的に異なります。早くから大

学受験を意識するためにも、「大学案内」などを読んだ

り、本校の先輩の実績を確認し、将来どのような職業に

つきたいか、どのような研究をしたいか一緒に考えてい

きましょう。 

「３年生になってからで大丈夫だ」ではなく、１年生が

むしろ一番大事であるという意識を持ってもらいたい。 

高校 2 年生の生徒諸君へ 

そろそろ受験勉強を・・・、と考えている時期でしょ

う。この学年ではオープンキャンパスに行ったり評点平

均を確認したりすると共に、本校の進学補習に少なくて

も１講座は申込み、「教科別学習法」など今後どういった

学習法が必要なのか一緒に考えていきましょう。 

１年のスタートダッシュで失敗した感覚がある生徒諸

は、この１年での巻き返しを期待します。 

高校 3 年生の生徒諸君へ 

高校３年生は、「すぐに」受験勉強という行動をはじめ

ることが重要です。模試などをしっかり受験し、受験科

目の確認とともに、どういったレベルまで学力を引き上

げることが必要かを一緒に考えていきましょう。 

 

保護者の方へ 

第１校舎下に掲示してある「大学合格者実績」やここ数年

の進路実績等を必ずご確認ください。本校はここ数年で確

実に進学実績を伸ばしていますが、中堅以上の大学に合格

したものは、それ相当の学習習慣を身につけていました。

模試などをしっかり受験し、目標大学にどれだけ力が不足

しているかをしっかり考えさせ、「行ける大学」から「行き

たい大学」にしっかり目標付けしていきましょう。 

 


