夏期講習のご案内

高校生版

講習期間 ７/１８(水)～８/３１(金) 午後２:００～１０:００

入試・模試で４択問題が苦手な人は多いもの・・・理論的に解答を導こう！
高校１年生でも解けるはず？今年実施の大学入試センター試験
（

）に入れるのに最も適当なものを、それぞれ①～④のうちから一つずつ選べ。

1. Brenda went (
① at downstairs
2. Nicole (
①

) to get something to drink.
② downstairs
③ the downstairs

④

to downstairs

) novels for about seven years when she won the national novel contest.
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【平成３０年度 大学入試センター試験 英語問題より】

解答 ２問とも現時点の高校１年生でも解ける問題です！高校２年生ならば解けて当然の基本問題ですよ。
１. 正解② 「ブレンダは、飲み物を取りに階下へ降りていった」
downstairs は「階下へ」という意味の副詞のため、at や to などの前置詞は不要。副詞なので the も不要。ちなみに「そこへ」という意味の
there も副詞で、go to there や go the there とはならないことは中学生でも習うことだ（正しくは go there）。ちなみに、京都市公立中学２
年生の教科書 NEW HORIZON2 の UNIT4 の本文に、「Well, make your bed and come downstairs.（では、あなたのベッドを整えて
階下に来なさい）」という表現が登場する。つまり、中学生でも解ける問題が大学入試センター試験に登場するということだ。
２. 正解① 「国際的な小説コンテストで優勝したとき、ニコルは７年間小説を書き続けていた」
高校１年生の初期に習う完了時制の問題。「優勝した（win の過去形 won）」という過去の出来事がこの文の中心であり、その時点までに「書
いていた」という出来事が起こっていることから、過去完了の had を含む選択肢を選ぼう。write は動作を表す動詞なので、過去完了進行
形の had been writing となる。ちなみに live などの状態を表す動詞の場合は過去完了形を使うので、Nicole had lived here for two
years when I met her.（私がニコルと会ったとき、彼女はここに 2 年間住んでいた）となる。２つの表現の違いもチェックしておこう。

４択問題で正解するためには、膨大な量のパターンを理解する必要が。
英語の入試問題には必ず登場する４択問題。模試では「なんとなくコレだろう」という直感
で決めていたために正解率が伸び悩み、入試勉強を始める前から苦手意識を感じてい
る生徒も多いものです。４択問題中心の問題集である、「全解説頻出英文法・語法問題
1000」や「全解説入試頻出英語標準問題 1100」（どちらも桐原書店出版）などを用い
て、なぜこの正解になるのか確認しながら対策を進めていきましょう。どちらも入試に必
須な１０００問以上を収録しており、完遂にはまとまった時間が必要です。伸学アルファ
では右の問題集を用いて確認テストなどの実施が可能です。

他にも４択問題（文法問題）対策問題集はいろいろ。志望校のレベルに合った一冊を選びましょう。
各出版社から、文法問題集が数多く出版されています。難関国公立志望者向けのハイレベルなものから、中堅私大志望者向けのスタンダ
ードなものまで、難易度はさまざまです。どれを選べばいいかわからない時は、講師に相談してくださいね。
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「Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ」 英文法・語法問題 4th Edition (桐原書店)
「POWER STAGE」 英文法・語法問題 (桐原書店)
「即戦ゼミ３」 英語頻出問題総演習 最新六訂版 （桐原書店）
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⑥

⑤
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「Ｅｎｇａｇｅ」 英文法・語法 （いいずな書店）
「Ｖｉｎｔａｇｅ Ｎｅｗ Ｅｄｉｔｉｏｎ」 英文法・語法 （いいずな書店）
「ＵＰＧＲＡＤＥ」 英文法・語法問題 三訂版 （数研出版）

お申し込みにつきましては、同封の「夏期講習参加申込書」をご覧ください。
育星舎会員以外の方は、ホームページから必要書類をダウンロードできますのでご活用ください。

学校課題サポート指導と休み明けテスト対策
課題は作業ではありません。方法を間違うと無意味どころか逆効果となる恐れも。
夏休みに出された課題をどう消化していくかは毎年多くの生徒が悩むところ。よほど意志の強い生徒でなければ、８月の後半に慌ててするこ
とになります。逆に課題を無理やり早めに終わらせた生徒は、その後遊んでばかりで学校が始まるころには頭の中には何も残っていないなん
てことも・・・。１問１問をおろそかにすることなく、休み明けテストを意識して計画的に進めていくサポートをおこないます。また、夏休みの課
題は「解答冊子を配布し自分で丸つけをする」という方式が多く、これが大きな落とし穴となる可能性も。わからない問題があった場合、解
答を見て写してわかった気になる生徒が多いからです。そのような生徒は全く同じ問題が休み明けテストに出題されても１００％解けません。
「宿題を早く終わらせなくては」という焦りが、「ちゃんと理解しなくては」という気持ちを上回ってはいませんか？

新規入会者応援キャンペーン 好評の夏期特別特典企画を今年も実施します‼
の場合、入会金（通常２,１０００円）が

半額

１,０００ 円分
進呈

※通常２１,０００円の入会金を、夏期講習を受講していただくと１０,０００円に減額いたします。※夏期講習のみ受講の場合、入会金は必要ありません。
※小学生・中学生・高校生の全ての学年が対象です。 ※ご紹介による入会でない場合でも、期間中であれば入会金半額が適用されます。

受講料について
少し苦手な科目が多い。
自力ですすめるのは時間が
かかってしまうので、
テキパキすすめたいな。
１:２指導がおすすめ

指導形態
１回コース

１：２指導

小学生

中学生

高校生

９０分×１回

2,660

2,860

2,960

３回コース

【１０％割引】

９０分×３回

7,180

7,720

7,990

５回コース

【１５％割引】

９０分×５回

11,300

12,150

12,580

７回コース

【２０％割引】

９０分×７回

14,890

16,010

16,570

８回以降

【３０％割引】

８回以降、１回追加ごとに

＋1,860

＋2,000

＋2,070

１回コース

１：４指導

集中力には自信があるの
で、長時間勉強したい。学
校の宿題や塾の課題にじっ
くり取り組みたい！
１:４指導がおすすめ

苦手科目は１:２指導で、そ
の他の科目は１:４指導にし
て、科目に応じて２つの形態
を使い分けたい！
１:２と１:４指導の併用

１日最大３時間の学習が可能です

2,100

2,200

3,100

４回コース

【１５％割引】

３時間×４日＝最大１２時間

7,980

8,360

11,780

８回コース

【１０％割引】

３時間×８日＝最大２４時間

15,120

15,840

22,320

１２回コース

【２０％割引】

３時間×１２日＝最大３６時間

20,160

21,120

29,760

１６回コース

【３０％割引】

３時間×１６日＝最大４８時間

23,520

24,640

34,720

【５０％割引】
３時間×３５日＝最大１０５時間
35,700
37,400
52,700
フリーパス
※１：２指導とは、講師１名に対し生徒２名での指導です。１回（９０分）からお申し込みできます。
※１：４指導とは、講師１名に対し生徒４名での指導です。１日の学習時間は最大３時間で、日程を自由に設定できます。また、これまでの講
習会での課題点「希望者が多すぎて予約できない」や、指導教室の収容人数の関係、および生徒・保護者様から寄せられたご要望を踏ま
え、より適切で効果的な指導を提供するため、１日の最大時間を３時間とさせていただきます。
※桂駅周辺では最も良心的な価格であることを自負しています。ぜひ他塾と比較検討ください。上記受講料は税込み価格です。

お申し込み方法について
同封の「夏期講習参加申込書」に必要事項をご記入の上、７/１４(土)までに直接持参していただくか、ＦＡＸでお送りください。締切日を過ぎ
てもお申し込みは可能ですが、座席は先着順のため満席となった際は日時のご希望に沿えない場合がありますのでご了承ください。

お申し込み、お問い合わせは
伸学アルファ桂(桂学舎第１教場) 〒６１５-８１０７ 京都市西京区川島北裏町１２７-３ (担当：西田)

ＴＥＬ：(０７５)３９４‐０２０２ ＦＡＸ：(０７５)３９４-０２４６
Ｅメールアドレス： ｎｉｓｈｉｄａ@ｉｋｕｓｅｉｓｈａ.ｃｏ.ｊｐ ホームページ： ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｉｋｕｓｅｉｓｈａ.ｃｏ.ｊｐ
※お電話でのお問合せ、ご連絡等は月曜～土曜の１４：００～２２：３０でお願い致します

