
数学ＶＴＲ試験対策講座のご案内 
※次回の定期試験に向けて各学校の試験範囲に合わせた VTR 講座のご案内です。 

 

【VTR講座ラインナップ】 ※以下に無い単元については現在順次収録中です。 

数学Ⅰ：数と式 90分 

第 1講：展開と因数分解 第 2講：絶対値と方程式・不等式 第 3講：実数・集合 第 4講：命題 

費用 校内生：8,400円 （校外生：25,500円） 

数学Ⅰ：2次関数 120分 

第 1講：2次関数とグラフ 第 2講：グラフの移動・2次関数の決定 第 3講：2次関数の最大最小  

第 4講：2次関数の最大最小（発展） 第 5講：2次方程式とグラフ 第 6講：2次不等式 第 7講：2次不等式の応用 

費用 校内生：10,800円 （校外生：34,500円） 

数学Ⅰ：三角比 60分 

第 1講：三角比 第 2講：三角比の拡張 第 3講：正弦定理・余弦定理 第 4講：面積・空間図形 

費用 校内生：5,400円 （校外生：16,500円） 

数学 A：場合の数・確率 120分 

第 1講：場合の数と集合 第 2講：順列 第 3講：組合せ 第 4講：確率 第 5講：反復試行と条件付き確率 

費用 校内生：10,800円 （校外生：34,500円） 

数学 A：整数 90分 

第 1講：約数と倍数・最大公約数・最小公倍数 第 2講：剰余類・合同式 第 3講：互除法・不定方程式 第 4講：n進法 

費用 校内生：8,400円 （校外生：25,500円） 

数学Ⅱ：三角関数 90分 

第 1講：三角関数の性質・弧度法 第 2講：三角方程式・不等式 第 3講：加法定理 第 4講：三角関数の合成 

費用 校内生：8,400円 （校外生：25,500円） 

数学Ⅱ：指数対数関数 90分 

第 1講：指数関数 第 2講：対数関数 第 3講：常用対数 

費用 校内生：8,400円 （校外生：25,500円） 

数学Ⅱ：図形と方程式 150分 

第 1講：点と直線 第 2講：円 第 3講：軌跡 第 4講：領域 

費用 校内生：13,600円 （校外生：45,500円） 

 

【1】幅広いラインナップで幅広く対応 
今回用意させていただいている VTR講座は高校内容ですが、一般的な中高一貫校では中 3あたりから高校内容に入りま

す（学校によって前後あり）。したがって、たいていの中高一貫校の中 3～高 1生であれば、ご用意させていただいているい

ずれかの単元が試験範囲になる可能性が高いです。下記は各学校の次回の定期試験範囲（予想）の一例です。もちろんこ

こに記載していない学校の方も試験範囲に一致しているものがあればご受講いただけます。 

数と式 ２次関数 三角比
場合の数
確率

整数 三角関数 指数対数
図形と
方程式

中２甲陽 〇(後半) 〇(確率)

中３甲陽 〇(後半) △(前半)
中３六甲 〇(後半) ◎ ◎
中３海星 ◎ 〇(少量) ◎
中３Ｓアド ◎ △
中３ＳＴ ◎ △(前半)
中３親和 ◎ ◎
中３聖心 ◎
中３神附 ◎ ◎ ◎

高１女学院 ◎ ◎
高１海星 △(前半)
高１Ｓアド ◎ ◎
高１ＳＴ 〇(後半)
高１神附 ◎ 〇
高１聖心 ◎ 〇(前半)

高２聖心 ◎

定期
試験
範囲

ＶＴＲ講座単元
数Ⅰ 数Ａ 数Ⅱ

 
試験範囲となる割合が◎：約 7割以上 〇：約 2～5割 △：試験範囲になる可能性あり 

※現時点での試験範囲予想ですので、今後の学校進度によっては実際と前後または異なる可能性がございます。 



 

【2】スタディ・コラボ専任講師による解説動画 
  国私立中高一貫校生の指導に精通したスタディ・コラボの専任講師による、厳選された重要問題のみを解説したコラボ独自

の VTR講座です。 

※解説講師は数学専任講師の宮脇講師となっております。 

 

【3】試験範囲に合わせて自由に取得可能 
試験範囲のみを選択受講できるので、自分にとって必要なものだけ受講することができます。VTR 講座なので、ご自宅でご

自身のお好きな時間に視聴できるのも魅力的です。 

 

【4】基礎～標準レベルでイチから丁寧な解説 
教科書のレベルの問題はすべて網羅しています。もちろん一度だけでなく、何度も見返すことも可能です。学校の授業につ

いていけていない、短い時間で基礎から効率よく勉強したい、という方に特におススメの講座です。 

 

【5】費用対効果をとことん考えた忙しいあなたの為の特別プラン 
部活や学校の宿題でお忙しい皆さんにとって短時間で復習できる講座をと 

考案されました。例えば 2次関数・三角比・数と式という単元を網羅しようと

思うと右の表のような授業時間が必要になります。ここにさらに演習が加わる

ので、なかなか効率よく習得には至りません。長くなればなるほど集中力は

下がり、習得の可能性は下がります。費用面に関してもお分かりの通り、他

塾と比較しても破格の設定にさせていただいております。コラボで数学を受

講したくても様々な要因で受講に至っていない生徒さんも含め、コラボは何

かと多忙な皆さんの為に、なんとか力になりたい！と考えています。 

 

【6】各講ごとにオンライン小テストついています。だからしっかり理解度を把握できる 
VTR授業を視聴した後に、本当に理解できたかを把握する確認の場として、各講ごとに、オンラインで実施可能な小テストを

用意させていただきました。これによって、インプットだけではなく、アウトプットの作業も取り入れ、より脳に記憶としてしっかり

焼き付けることができます。また、PC またはスマートフォンを用いて小テストが実施できるので、従来のように小テストの事前

準備は不要です。 

 

【7】個別授業を最大で２回追加取得も可能 

VTR授業だけでは不安だ、という場合も安心です。80分個別授業を最大で 2回ま

で追加取得可能です。きめ細やかな個別フォローをセットで受講することにより理解

を確実なものにします。※右の表はカレッジおよび Sカレッジ 80分個別 1回あたり

の費用です。申し込み時に回数を選択できます。また、スタイルや、ご希望に応じて

講師ランク（カレッジ・Sカレッジ・専任・特別選抜）および講師を選択可能です。授業

日程に関しましては後日お電話にて相談させていただきます。 

 

 

 

WEBお申込みのみ受付となります。お申込みは Mypa（まいぱ）より可能です。 

もしくは、右の QR コード画面からでもお申込みが可能となっております。 ⇒  

ご不明点がございましたら岡本本校事務局（078-413-5846）までお願いします。 

※Mypaにメールアドレスあるいは LINEにて視聴案内が送信されます。 

申請前にメールアドレスあるいは LINEの登録が必須です。 

 

大手予備校 2次関数 三角比 数と式 合計 

A(ライブ授業) 
400 分 300分 300分 1000分 

¥14,493 ¥10,870 ¥10,870 ¥36,233 

B(ライブ授業) 
1080 分 1080分 960分 3120分 

¥48,000 ¥48,000 ¥42,670 ¥138,670 

C(VTR授業) 
270 分 315分 225分 810分 

¥11,480 ¥13,370 ¥9,550 ¥34,380 

D(VTR授業) 
450 分 450分 450分 1350分 

¥15,400 ¥15,400 ¥15,400 ¥462,00 

コラボ 
120 分 60分 90分 270分 

¥10,800 ¥5,400 ¥8,400 ¥24,600 

講師ランク スタイル 校内生 校外生 

カレッジ 

【1対 1】 6,790円 7,470円 

【1対 2】 5,100円 5,610円 

Sカレッジ 

【1対 1】 7,670円 8,440円 

【1対 2】 5,980円 6,580円 


