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共通テスト数学高得点のみを狙った講座を開講します！

理系志願者が効率良く得点が取れるように授業を変更します！

特に共通テストの配点の高い大学を志望する
場合、共通テストでコケてしまうと出願する
ことすらできなくなります。よって冬期講習
までにひたすら共通テストだけにこだわった
分量とレベルの問題だけを扱う予定にしてい
ます。

まず、出題形式に慣れていただくことが大事
ですので、本番と全く同じ小問数と出題形式
からなる復習テスト（共通テスト日本史模
試）を冬期講習までに14回受けて頂きます。

（授業中実施）。そのテストで今回の傾向と
なった初見史料+abcd正誤判定形式の問題
に慣れて頂きます。

高３共通テスト数学

高３共通テスト日本史リスタート

通年講座

通年講座

文系向き

理系向き

数学科 宮脇 講師

英語科 石田 講師

日本史科 宮本 講師

2の巻＜日本史編＞

1の巻＜数学編＞

科目 2021年 2022年

数学

数学Ⅰ   39.11   21.89
数Ⅰ・数Ａ   57.68   37.96
数学Ⅱ   39.51   34.41
数Ⅱ・数Ｂ   59.93   43.06

国語 117.51 110.26
化学   57.59   47.63
生物   72.64   48.81
日本史Ｂ   64.26   52.81

（最終結果）

平均点で昨対10点以上下がりました。ど
うしてそうなったかについてはすでに上記
の小冊子にまとめております。

2022年に実施された
共通テスト数学で軒並み
得点が下がったのは、と
にかく分量的に時間が足
りませんでした。来年以
降もこの傾向は続くと見
ていますので旧センター
時代の過去問はほとんど
使えなくなります。

2022年に実施された共
通テストは全体として難
化し、特に右に掲げた科
目において著しい難化傾
向を見せたことは既にご
承知のことかと思います。
スタコラでは時を置かず、
2023年本番に向けて対
策を講じています。
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共通テスト国語は全国区レベル講師にお任せ下さい！

スタコラの国語科には近隣予備校でこれほどのランクに
位置する講師をそろえることは難しいのではないかと思
えるような超一流が布陣しています。彼らはそれぞれ主
戦場にしている予備校で模試作成に携っており、まさに
共通テストの鬼と言えるでしょう。特に船口先生のライ
ブ授業は関西ではスタコラでしか受講できません。

高３共通テスト現代文 高３共通テスト古文
文理系向き 文理系向き

現代文科 船口 講師 古文科 林崎 講師

船口 明著　ベストセラー参考書

親和総合進学 ・ 甲南女子ST ・ 小林聖心女子 の高3生の方で指定校推薦枠と
一般入試を両にらみしている方々に耳より情報。
入学され、通常講座の 高3英語SA（関関同立志望）および 高3共通テスト日本史

を取得され、かつ同じ学校の生徒が3人以上在籍している場合に限り、指定校推
薦枠取得の対象となる高31学期中間および期末テスト対策（英語と日本史）を
実施する予定です。

関関同立指定校推薦枠と両にらみの方

3の巻＜国語編＞

これぞ、全国区レベルの象徴
“現代文の船口”。受験生ならば一度は耳にした
ことがあるかと思います。20代～ 30代頃に
研伸館予備校に出講して、現在保護者の世代と
なったかつての受講生から絶大な人気と支持を
ほこった超有名講師です。スタコラには4年前
から出講して頂いておりますが、今は何と言っ
ても左記のベストセラー参考書の著者として全
国受験生の熱い視線を浴びています。
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■　　　　　　　　2学期中間試験［文理共通日本史］結果
最高点 平均点

高2日本史総合SA在籍者 98点 87点

学校全体 98点 64.9点

日本史科 宮本 講師

神戸海星女子は、学校で高2で理系だけを対象としたクラスを開設
しており、定期テストも理系用にオール記号式になっております。
2022年高2日本史SA講座には神戸海星女子の生徒が複数在籍する予
定ですので、1年間学校の定期試験対策も実施する予定にしています。

2021年には以下のような成果が出ております。

理系志望者が共通テストで国語や地歴をずっこけることがあることを多くの方が耳

にしたことでしょう。ずっこけるのは、苦手科目な上に高 3 の夏休みくらいから

しか学習を開始しないので、間に合わなかったというのが実情です。

高2国語総合SA
（講習会は古文と現代文が独立）

高2日本史総合SA

通年講座文理系向き

理系こそ高2から国語・日本史の学習を開始すべし！理系こそ高2から国語・日本史の学習を開始すべし！理系こそ高2から国語・日本史の学習を開始すべし！理系こそ高2から国語・日本史の学習を開始すべし！

理系志望者の多いスタコラでは高 2用の国語・
日本史講座を開講し、早目に準備させています。

高2神戸女学院

※通常講座では隔週で現代文と古文を履修します。
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中学英文法の仕上げに入ります。高校英文法の土台となる重要単元を
扱います。will = be going to、must = have toと思っているあなたに
正しい英文法の知識を授けます。

甲陽中の第2学年では、数学IA（高校数学）の内容を中心に学習しま
す。本講座では学校の進度に合わせて独自のカリキュラムを組み、学
校の学習や定期テストで良い結果が出せるように重点を絞った授業を
行います。現中1（新中2）甲陽コンプリート数学受講生の2021年2学
期中間試験結果を以下に掲載します。

医学部志望なのにあまり数学が得意ではない女子中対象講座。授業時
間を120分と長めに設定してゆっくりと解説していきます。それに毎
時2回の確認テストを実施して定着度合いを確認します。

ほとんどの生徒が中1の1年間で『化学は難しい』と感じたのではないで
しょうか。それは大学受験にも出題されないような発展的な内容や知識
を授業であつかうからですが、私が予想問題をつくって対策します。

中2甲陽コンプリート数学

中2数学総合SD

中2コンプリート物理化学

2021年2学期中間試験 代数（数学M） 幾何（数学U）
甲陽コンプリート在籍者平均点 89.5点 93.75点

学校平均点 78点 87点
差異 ＋11.5点 ＋6.75点

数学科 宮脇 講師

英語科 乾 講師

数学科 鎌田 講師

理科科 守山 講師
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講座案内講座案内
講座名 講座案内

英
　
語

高3英語総合S この講座では、東大京大国立医学部の現役合格に向けて、中
3時から開始した、英文読解の継続学習です。

高3魔法の英文解釈 この講座では、オリジナルテキストである、“魔法の英文解
釈”を使用しながら実践力を高めていきます。

高3英語総合SA この講座では、英文解釈（国公立標準レベル）と、共通テス
トの演習を並行しながら取り組んでいきます。

高3英語総合SA［関関同立］ この講座では、英文法復習を行います。さらに、並行して、
簡単な私立大学の英語の読解について挑戦します。

数
　
学

高3理系数学総合S 実際に出題された入試問題を演習し、実践的な力を身に付け
てもらいます。授業の後半ではその解説を行います。

高3理系数学総合SA 実際に出題された入試問題を演習し、実践的な力を身に付け
てもらいます。最終回はテスト演習を行います。

共通テスト数学� 目玉
講座

共通テスト対策に特化した講座です。早期から対策をするこ
とが勝利の方程式です。ⅠAとⅡBを扱います。

国
　
語

高3現代文論述S�
必要な解法を明確にします。小手先のごまかしは難関大には
通用しない。実戦につながる基層を固めましょう。
※高3古文論述Sとセット講座です。

高3古文論述S
二次試験では、単語・文法など高いレベルが必要です。アプ
ローチの仕方と知識の精査を同時に行います。
※高3現代文論述Sとセット講座です。

高3共通テスト現代文� 目玉
講座

最新傾向・頻出設問の解法チェックとともに、時短法や苦手
な人が多い小説問題の解法についても確認します。
※高3共通テスト古文とセット講座です。

高3共通テスト古文� 目玉
講座

共テに出やすい知識、文法、オリジナルの解法マニュアルで
難化傾向にある共通テストの対策を行います。
※高3共通テスト現代文とセット講座です。

理
　
科

高３物理総合S 「力学」範囲の東大京大などのハイレベルな入試問題を扱い
ます。予習形式で解説,類題演習を行います。

高３物理総合SA 物理範囲より電磁気の「コンデンサー」を扱います。入試で
頻出の単元で、電場の概念の理解が必要です。

高 3
※詳しいカリキュラムはHPをご参照下さい。
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講座名 講座案内

理
　
科

高３化学総合S 「反応速度・化学平衡」を扱います。重要事項の確認および
東大・京大などのハイレベルな入試問題を扱います。

高３化学総合SA 理論化学分野より「反応速度・化学平衡」を扱います。基本
事項の確認から入試レベルの問題を扱います。

地
　
歴

高3共通テスト日本史
（高2日本史総合SAの繰り上がり）

戦国時代通史。織田信長・豊臣秀吉・徳川家康と主人公を移
しながら、著名な合戦場面を解説します。校内生のみ受講可。

高3共通テスト日本史（リスタート）前半� 目玉
講座

高3から日本史学習を始める方の講座です。奈良時代までの
ソコを解説します。
※前・後半セット講座です。

高3共通テスト日本史（リスタート）後半� 目玉
講座

高3から日本史学習を始める方の講座です。平安時代のソコ
を解説します。
※前・後半セット講座です。

高3日本史論述S 100分で4、5問の150字～ 200字の東大・京大過去問を5つの
タイプの形式に分類しながら解説します。

講座名 講座案内

英
　
語

高2英語総合S+/S この講座では、東大京大国立医学部の現役合格に向けて、新
たに“京大過去問30年”の挑戦が始まります。

高2英語総合SA 文法と単語の小テストで知識を増やしつつ、2次試験の英文
をシャワーのように浴び経験値を蓄積します。

高2英語総合A 文法の4択問題の精度をあげます。高1に学習した主要文法を
焼き直し、定着するまで繰り返していきます。

数
　
学

高2理系数学総合S 演習を通して難関大入試に耐えうる思考力をつけていきま
す。高校数学全範囲の履修を前提とした講義になります。

高2理系数学総合SD 演習を通して難関大入試に耐えうる思考力をつけていきま
す。高校数学全範囲の履修を前提とした講義になります。

高2文系数学総合S 実際に出題された入試問題を演習し、実践力を身に付けま
す。今年難化した共通テストに向けた対策も行います。

高2理系数学総合SA いよいよ数学Ⅲの「極限」に入ります。後に学習する「微
分」へつながる重要単元です。理系選択者用の講座です。

高2文系数学総合SA 実際に出題された入試問題を演習し、実践的な力を身に付け
てもらいます。授業の後半ではその解説を行います。

高 2
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講座名 講座案内

国
　
語

高2国語総合SA（現代文）� 目玉
講座

高2の間に、国語力を固めます。〈読解力〉は入試改革の根
幹。きちんと「読み・書く」力をつけておきましょう!!
※高2国語総合SA（古文）とセット講座です。

高2国語総合SA（古文）� 目玉
講座

古文の理解に必要な最重要基礎知識（古典文法・語彙・背景
知識）を基礎から学習し、その運用力を高めます。
※高2国語総合SA（現代文）とセット講座です。

理
　
科

高2物理総合S 物理範囲より「熱力学」を扱います。公式が多い単元なので
毎回の小テストで確実に覚えていきましょう。

高2物理総合SA はじめの一歩である物理基礎の「力学」を最初から講義しま
す。物理の得意不得意の明暗を分ける最重要単元です。

高2化学総合S 化学平衡を扱います。気体の性質の考え方を用います。毎回
行う小テストと最終回まとめテストで定着を図ります。

高2化学総合SA 化学基礎範囲の総復習をします。理系範囲「化学」を学習す
る上で、化学基礎の理解が必要不可欠です。

地
歴高2日本史総合SA� 目玉

講座
原始時代から大和時代前半までを扱います。高2ではまず日
本史を好きになってもらうことからスタートです。

講座名 講座案内

英
　
語

高1英語総合Sαβ 将来の東大京大国立医学部現役合格に向けて、難関英文読解
（東大京大阪大過去問）を本格的に始めます。

高1英語総合SA＋αβ� この講座では、高校英文法の復習を行います。そして、英文
解釈の基礎の学習についても開始していきます。

数
　
学

高1数学総合S いよいよ数学Ⅲの「極限」に入ります。後に学習する「微
分」へつながる重要単元です。理系選択者用の講座です。

高1数学総合SD いよいよ数学Ⅲの「極限」に入ります。後に学習する「微
分」へつながる重要単元です。理系選択者用の講座です。

高1数学総合SA+ 数学Bより「平面ベクトル」を扱います。幾何の問題を解決す
るために役立つ新たなツールを習得しましょう。

高1数学総合SA 数学Ⅱより「指数関数・対数関数」を扱います。特に対数は
計算に慣れが必要ですので手厚くフォローします。

高1甲陽PLUS数学 数学Ⅱより「微分法」を扱います。高校数学の１つの大きな
ゴールである微積分は外せない超重要単元です。

高 1

8



講座名 講座案内

理
　
科

高1物理化学総合S 化学範囲から「結晶格子・気体の法則」を扱います。身近な
現象を例に固体・気体の性質を理解していきます。

高1化学総合SA 通年講座として今春より新規開講します。高校化学の基礎と
なる「原子の構造・化学結合」を扱います。

高1甲陽物理化学 高校物理基礎範囲の運動の法則・力学的エネルギーを扱いま
す。学校進度により変更になる可能性があります。

講座名 講座案内

英
　
語

中3魔法の英文法 この講座では、これまでに習得してきた文法知識を活かしな
がら、いよいよ読解の基礎について取り組みます。

中3英語総合S この講座では、これまで習得してきた文法知識を活かしなが
ら、いよいよ読解の基礎について取り組みます。

中3英語総合SA＋ この春期講習会からいよいよ高校英文法範囲へと入っていき
ます。高校範囲を先取りで学習していきます。

中3甲陽PLUS英語
この講座では、テキスト Progress book 3 の終盤を、春期の
間に網羅していきます。主な内容は、分詞構文・ 完了形が中
心です。

中学生演習講座 個人個人の課題に対して、個別にフォーカスをしながら、計
画を立てて、演習量を増やしていく講座です。

数
　
学

中3数学総合S 高校数学Ⅱより「三角関数」を扱います。数学Ⅰの「三角
比」を履修していることが前提の講義になります。

中3数学総合SD 高校数学Ⅱより「三角関数」を扱います。数学Ⅰの「三角
比」を履修していることが前提の講義になります。

中3数学総合SA+ 高校数学Ａより「整数」を扱います。特に難関大では頻出の
テーマとなります。しっかり習得しましょう。

中3甲陽PLUS数学 高校数学Ⅱより「複素数と方程式」を扱います。毎回実施す
る小テストおよびまとめテストで定着を図ります。

理
　
科

中3物理化学総合S 通年講座として今春より新規開講します。高校化学の基礎と
なる「原子の構造・化学結合」を扱います。

中3甲陽コンプリート物理化学 化学の「物質の構造・物質量と化学反応式」の総復習をしま
す。学校進度により変更の可能性があります。

中 3
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講座名 講座案内

英
　
語

中2魔法の英文法� 目玉
講座

中学3年生英文法の重要単元を扱います。単なる暗記に頼ら
ない「真の理解」を目指して、学習していきます。

中2英語総合S この講義では、中学英文法の中でも、最も大切な単元であ
る、現在完了形や現在完了進行形を学習します。

中2英語総合SA＋ この春期講習会で、一般的な中学2年生の範囲が終了し、学
習内容は中学3年生の内容へと進んでいきます。

中2甲陽コンプリート英語 学校の学習が止まってしまう冬休み中に、ユメブンの内容を
中心に学校授業の先取り学習を進めていきます。

中2六甲英語 比較をはじめとした、受動態や現在完了で、欠かせない過去
分詞形について、徹底的に網羅していきます。

中2海星英語 この講義では、中学2年生に向けて、Progress book1のレッ
スン17 ～レッスン20の内容について、先取り学習します。

中学生演習講座 個人個人の課題に対して、個別にフォーカスをしながら、計
画を立てて、演習量を増やしていく講座です。

数
　
学

中2数学総合SD� 目玉
講座

いよいよ高校数学に入っていきます。数学Ⅰ「数と式」では
今後の基礎となる様々な計算や概念を習得します。

中2数学総合SA＋ 平方根を扱います。新たに計算のルールが出てきます。知識
を整理しながら演習・講義をし、定着を図ります。

中2甲陽コンプリート数学� 目玉講座
いよいよ高校数学に入っていきます。数学Ⅰ「数と式」では
今後の基礎となる様々な計算や概念を習得します。

中2六甲数学 平方根を扱います。新たに計算のルールが出てきます。知識
を整理しながら演習・講義をし、定着を図ります。

中2海星数学 展開因数分解を扱います。2 次方程式にもつながる重要単元
です。講義と同時に演習を行うことで定着を図ります。

理
科 中2甲陽コンプリート物理化学� 目玉講座

中1の1年間で学習した範囲を総復習します。今覚えておくべ
きこと、理解しておくべきことに焦点をあてます。

中 2

○新中 1生（国私立中高一貫校進学予定者）の弟・妹様がおられる方へ
新中一準備講座の案内はHPをご覧ください。
また、岡本本校事務局へお電話をいただければ詳しい案内を送付いたします。
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春期講習学費について
　お取りできた講座の「春期講習講座取得確認表」・「学費明細」と払込取扱票を郵送させていただきますので、
期日までにお近くの郵便局でのお振り込みをお願いいたします。

 ① 個別指導（1 回 100 分当たり）※消費税 10％込み 
個別指導 スタイル 中学生 高1・高2生 高3・高卒生 講　師　名

特別選抜
【1対 1】 19,620 円 21,010 円

【日本史】宮本講師（1対 1のみ）
特別選抜対象校
〈�原則：灘・甲陽・洛南・洛星・東大寺・西大和・他
東大京大・国公立医学部進学が全校生徒 4分の 1
存在する学校〉

【1対 2】 13,080 円 14,020 円

専任指導
【1対 1】 15,420 円 18,220 円 19,620 円 【英　語】石田講師　向井講師　原田講師

【数　学】宮脇講師　石川講師　鎌田講師
【数・物】清水講師
【数・化】守山講師【1対 2】 10,280 円 12,150 円 13,080 円

Sカレッジ
【1対 1】 10,550 円 11,490 円

【数・物・化】＊勝本講師　　小畑講師
　　　　　　　 塩谷講師　　板東講師
【数・化・生】＊田中講師　＊伊達講師
　　　　　　　 佐島講師
【英　語】　　　 野中講師
京大・医学部医学科生または実績のある講師

【1対 2】 8,220 円 9,160 円

カレッジ
【1対 1】 9,340 円 10,280 円

【英　語】　　 ＊森本講師　＊竹井講師
【数・物・化】　 横山講師

【1対 2】 7,010 円 7,950 円

※　上記に名前のない講師に関しては、事務局までご相談ください。
※　＊は女性講師です。

 ① 集団指導　※消費税 10％込み 
分

回数 90分 100分 120分 160分

1 回 4,680 円 5,240 円 6,360 円 8,220 円

2回 9,360 円 10,480 円 12,720 円 16,440 円

3回 14,040 円 15,720 円 19,080 円 24,660 円

4回 18,720 円 20,960 円 25,440 円 32,880 円

5回 23,400 円 26,200 円 31,800 円 41,100 円

6回 28,080 円 31,440 円 38,160 円 49,320 円

7回 32,760 円 36,680 円 44,520 円 57,540 円

学費要項（校外生用） 11



【１】集団授業のお申込に際して体験授業ができます

★指定ではない集団講座例☞高３共通テスト日本史（高２講座からの繰り上がり）

１．お試し受講できるのは１教科につき１講座までです。

２．お試し受講の対象は第１講のみです。

３．�第２講以降を続けて受講される場合には、１講座分の正規受講料を頂戴いた
します。

※�第２講を受講した時点で１講座分の受講料が発生します。

指定集団講座であれば第1講を無料で受講できます

同封の「春期講習集団授業申請書」を使用し、ご希望の講座の左端にある申請欄に
〇を付けて下さい。日程をよくご確認頂き、申請書の一番上にある必要事項をご記
入の上、岡本本校事務局までFAX送信または持参をお願いします。

岡本本校事務局　FAX番号  078－413－5847

【２】個別指導のお申込みに関して
個別指導受講ご希望の方は、希望教科または希望講師を岡本本校事務局（TEL：078-
413-5846）までご連絡ください。講師別の空席表兼申請書をFAXさせて頂きます。満
席により取得できなかった講座がある場合、「2022春期講習講座取得確認表」と同時
に、「講師空席表」をFAX送信させていただきます。お手数ですが再度「講師空席表」
からご希望の日程を選び、岡本本校事務局（FAX：078-413-5847）まで再送をお願い
いたします。

【３】学費振込方法
「2022春期講習講座取得確認表」および「学費明細」をご確認して頂きお間違いなけ
れば、同封しております払込取扱票を最寄りの郵便局にてお振込みをお願いいたし
ます。ご入金後は「2022春期講習講座取得確認表」の「保護者確認欄」にご捺印の
上、振替払込請求書兼受領証と一緒に岡本本校事務局（FAX:078-413-5847）までFAX
送信または持参をお願いいたします。
※現金の取り扱いは一切しておりませんのでご注意ください。

【４】講座のキャンセルについて
【個別指導】　 お申込み受付後の個別指導のキャンセルは出来ません。振替での対応

となります。振替をご希望の場合は事務局または担当講師までご連絡

ください。講師空席表をお渡しいたしますので振替元の日程をご記入

のうえご申請をお願いいたします。

【集団授業】　�取得講座初回授業日前日（20時）までキャンセルが可能です。キャン

セル料金は不要です。なお、前日20時までにキャンセルのご連絡なし

に欠席した場合は、返金いたしかねますので予めご了承ください。

【５】春期講習受講前に
初めて当塾各教室に来校される方は、弊社HPにて詳細なアクセスをご確認ください。
https://www.study-collabo.jp/

申込方法（校外生用）12


