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国立・早慶・GＭＡＲＣＨ・有名私大合格を目指す君たちに、熱血講師陣の迫力あるライブ授業を提供

します。”わからない”で終わらせない論理的思考力を徹底的に鍛えます！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★ 大幅割引キャンペーン ★★★ 

はじめて講習会に参加される方は、 

 
 

 

※４講座目から、有料となります。(城北スクール生・卒業生は適用条件が異なります。) 

80 分×12 コマ分(３講座)の受講料 ⇒ 全額無料 

 

      

城北スクール 大学受験部 

夏期講習 

2019 

【夏期講習日程】 
◎第１期：7/24(水)～7/27(土) 

◎第２期：7/29(月)～8/ 1(木) 
◎第３期：8/ 3(土)～8/ 6(火) 

◎第４期：8/16(金)～8/19(月) 
◎第５期：8/21(水)～8/24(土) 

◎第６期：8/26(月)～8/29(木) 
◆どの期からでもお申込みできます。 

 

上野校 亀戸校 
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 【無料公開講座の日程】※は期間の中から１日選択 

無料公開講座名称 日  程 ＜上野＞、＜亀戸＞は、それぞれ上野校、亀戸校開催です。 

＜高１対象＞ 

ゼロからわかる！入試英文法 

※7/21(日) ～23(火)＜上野＞18:00～19:20 ※7/24(水)～27(土) ＜亀戸＞15:50～17:10 

7/28(日) ＜上野＞18:50～20:10 ※8/16(金)～19(月) ＜亀戸＞17:20～18:40 

8/2(金)  ＜上野＞20:00～21:20 8/20(火)  ＜上野＞19:30～20:50 

高１数学弱点補強講座(ⅠA)  
7/22(月) ＜上野＞18:50～21:40   7/29(月)・30(火)＜上野＞20:20～21:40   

8/26(月)・28(水) ＜亀戸＞18:50～20:10 

高１英語弱点補強講座 7/31(水)・8/1(木)   ＜上野＞20:20～21:40   

今から始める高１受験数学 7/31(水)・8/1(木)＜上野＞20:20～21:40 8/29(木)・30(金) ＜亀戸＞18:50～20:10 

今から始める高１受験英語 7/29(月)・30(火)＜上野＞20:20～21:40 

パズルで解ける！BeEX英語 

7/24(水)～7/27(土)  

＜亀戸＞20:20～21:40 

8/3(土)～8/6(火)  

＜亀戸＞17:20～18:40 

8/21(水)～8/24(土)  

＜亀戸＞20:20～21:40 

7/24(水)～7/27(土) 

<上野>20:20～21:40 

7/29(月)～8/1(木) 

<上野>18:50～20:10 

8/16(金)～8/19(月)  

<上野>18:50～20:10 

8/26(月)～8/29(木)  

<上野>20:20～21:40 

＜高２生対象＞ 

大公開！知って得する公式・定理 

8/5(月) ＜亀戸＞15:50～17:10 

※7/2１(日)～２３(火)＜上野＞19:40～21:00 7/28(日) ＜上野＞20:20～21:40 

入試問題の裏側を探る  7/28(日) ＜上野＞17:20～18:40 8/3(土)   ＜亀戸＞15:50～17:10 

    

  ※お申込み方法 別紙の「無料公開講座」申込用紙をご提出ください。 

 

 

 

 

【高３生にお勧め無料公開講座】 
 ◎英語 

    「パズルで解ける！ ＢｅＥＸ英語 ～受験英語・驚きの解法～」 

 ◎数学 
「入試問題の裏側を探る」 

  

【高１生にお勧め無料公開講座】※下記の中から苦手な単元を何講座でも受講できます。 
 ◎英語  「ゼロからわかる！ 入試英文法 ＝For beginners＝」 

 ◎英語  「高１英語弱点補強講座」   １日目:時制 ２日目:完了形 

 ◎英語  「今から始める高１受験英語」 １日目:時制 完了形 ２日目:不定詞 動名詞 分詞 

 ◎数学  「数学弱点補強講座(ⅠＡ)」  １日目:集合 ２日目:場合の数 

 ◎英語  「今から始める高１受験数学」 １日目:平方根の計算 ２日目:1次不等式 

 

 

＜無料公開講座案内＞ 

【高２生にお勧め無料公開講座】 
 ◎英語 

「パズルで解ける！ ＢｅＥＸ英語 ～受験英語・驚きの解法～」  

 ◎数学 
    「大公開！ 知って得する公式・定理」 
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「苦手教科がある」「部活動で時間がない」「わからない箇所を質問したい」という生徒にお薦めです。 
 

●対象：高１～受験生(高３生・卒生)」です！ 

●お試しの「無料体験授業(１回８０分)」からスタートできます！ 
●授業記録を発行するので学習状況がわかります！ 

●講師変更制度・授業振替制度があります！ 

●ＢｅＥＸ集団授業と併用すると、より効果的です！ 
 

  

 

 

 

  
     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高１生 

講座案内 

●開講講座は各校舎で異なります。 

●講座選択は、ご要望と学力にあわせて、専門の教務スタッフと面談にて決定します。 

●進路相談・学習相談も、丁寧かつ適切にアドバイスします。 

 

高２生 

講座ガイド 
 

●開講講座は各校舎で異なります。 

●講座選択は、ご要望と学力にあわせて、専門の教務スタッフと面談にて決定します。 

●進路相談・学習相談も、丁寧かつ適切にアドバイスします。 

＜大学入試入門講座＞ 

 ◎英語：「英語入門講座」 

 ◎数学：「基礎強化数学ⅠＡ」 

  

◎大学入試に向けての【ステップアップ講座一覧】 

 ■英語：「国立ＧＭＡＲＣＨ英語へのファーストステップ」 

 ■国語：「センター・私大現代文」 

 ■数学：「スタンダード数学ⅠＡ」 

「基礎強化数学ⅡＢ」 
◎大学入試に向けての【レベルアップ講座一覧】 

 ■国語：「センター・私大古文」 

 ■数学：「スタンダード数学ⅡＢ」 

 ■英語：「国立ＧＭＡＲＣＨ英文精読」 

       「高２英文法」 
 

 

個別指導(マンツーマン)コース 
 

★お薦め！「実践力アップ講座」 

２学期の模試に向けた応用力を身に

つける３科パック講座。 

「偏差値１０アップ」は間違いなし！！ 

 

＜高２生対象 ３科パック講座＞ 

『高２実践力アップ講座 英語』 

『高２実戦力アップ講座 数学』 

『高２実戦力アップ講座 国語』 

※お得なパック料金となっています。 

 詳細は受付にてご確認ください。 
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この夏、大学入試必勝講座で、本格的な受験 
勉強を一気に加速させよう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＢｅＥＸは毎年恒例の年末缶詰集中特訓が年末の２日間で行われます。 

  

 

 

 

 
    

 

受験生 

講座ガイド 
 

●開講講座は各校舎で異なります。 

●講座選択は、ご要望と学力にあわせて、専門の教務スタッフと面談にて決定します。 

●進路相談・学習相談も、丁寧かつ適切にアドバイスします。 

◎文系のキミにお薦めの講座 

『国立早慶英語長文読解』 『国立早慶英文法』 
『国立ＧＭＡＲＣＨ英語長文読解』 『国立ＧＭＡＲＣＨ英文法』 
『看護・準ＧＭＡＲＣＨ英語長文読解』 

『国立早大現代文』 『GMARCH現代文』 『センター・私大現代文』 『国立早大古文』  
『ＧＭＡＲＣＨ古文』 『センター・私大古文』 『センター・私大漢文』 『夏から始める小論文』 

 
『難関大数学ⅠＡⅡＢ』 『国立早慶数学ⅠＡⅡＢ』 
『スタンダード数学ⅠＡ』 『スタンダード数学ⅡＢ』 

『受験総合日本史』 『受験総合世界史』  『受験総合政治経済』 

◎理系のキミにお薦めの講座 

『難関大総合数学ⅠＡⅡＢ』  
『国立早慶数学ⅠＡⅡＢ』 『国立早慶数学Ⅲ』 『スタンダード数学Ⅲ』 
『スタンダード数学ⅠＡ』 『スタンダード数学ⅡＢ』 

『受験総合物理』 『受験総合化学』 『受験総合生物』 

 

恒例！ 夏期集中合宿ＩＮ 志賀高原 
 

英語 

英語 

国語 

数学 

数学 

理科 

地歴 
公民 

『国立早慶英語長文読解』 『国立早慶英文法』 
『国立ＧＭＡＲＣＨ英語長文読解』 『国立ＧＭＡＲＣＨ英文法』  
『看護・準ＧＭＡＲＣＨ英語長文読解』 

 

◆国立早慶(英数・英国)２科コース ：難関国立・早慶志望者 

◆ＧＭＡＲＣＨ(英数・英国)２科コース：GMARCH志望者 

◆英語集中特訓コース    ：有名中堅私大志望者 

  

1日 12時間の集中学習！ 8/10～13(３泊４日) 

君を劇的に変える！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:00～7:30   起床・自習 

7:30～8:30   朝の運動、朝食 

8:30～12:00  授業 

12:00～13:00 昼食 

13:00～18:00 授業 

18:00～20:00 夕食・風呂 

20:00～23:30 授業・自習(質問受付) 

合宿期間中のスケジュール例 
 コース選択制です！ 
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149

58 
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２教室の受験生の中から、すばらしい合格実績が生まれました。 

＜国公立大学＞  

 東北大学(農学部)        お茶の水女子大学(理学部) 

 東京学芸大学(教育学部)   首都大学東京(法学部) 

 山梨大学(工学部)        群馬大学(理工学部)   

 高崎経済大学(地域政策学部) 

 

＜私立大学＞  

 早稲田大学(文)   早稲田大学(人間科学) 早稲田大学(法） 

 早稲田大学(教育) 早稲田大学(スポーツ科学)  

 東京理科大学(理) 

 明治大学(文) 明治大学(法) 明治大学(情報コミュニケーション) 

 明治大学(経営) 明治大学(法) 明治大学(政治経済) 

 明治大学(情報コミュニケーション) 明治大学(農) 

 青山学院大学(教育人間科学）  青山学院大学(経営） 

 青山学院大学(社会情報）     青山学院大学(社会情報） 

 青山学院大学(教育人間科学）  立教大学(コミュニティ福祉)  

 立教大学(社会)  立教大学(文)   立教大学(社会)  

 立教大学(文)   立教大学(文)   中央大学(法)  

 中央大学(法)   中央大学(商)   中央大学(法)  

 中央大学(法)   学習院大学(法)  法政大学(文) 

 法政大学(法)   法政大学(人間環境)  

 法政大学(キャリアデザイン)      法政大学(デザイン工)     

  北里大学(獣医)                     その他 多数合格 
 

BeEX 2019 年大学入試結果 

 



 - 7 - 

 

 

 
城北スクールの先輩達 合格おめでとう！ 

 

 

 
 

 

Ｓ．Ｈ（東京学芸大学附属高等学校） 

 お茶の水女子大学 理学部(情報科学学科) 

 東京理科大学     理工学部(情報科学科)  
 
BeEX は私にとって第２の家でした。信頼できる先生

方がいて、切磋琢磨できる友達がいて。受験という

ものは多くの人にとって辛く苦しいものだと思いま

す。それでも最後まで頑張り続けることができたの

は、BeEX のおかげだと思っています。私は高１から

数学と英語の授業を受けていました。数学では、た

だ定理や公式を教えるだけでなく、全ての分野につ

ながるような根っこの部分から教えていただき、ま

るで世界が違ったようでした。苦手意識はなかなか

消えませんでしたが、心から面白いと思えました。 

 英語は基礎となる語法からみっちり教えていただ

きました。はじめは、こんなに覚える必要があるの

か、全部覚えられるわけがないと思っていましたが、

これまで何度暗記に感謝したか分からないほど、英

文を読む上では必要不可欠なものでした。試験本番

では、一番の得点源になっていたと思います。 

 また、この受験で切に感じたのは、予習・復習が

何よりも大事だということです。恥ずかしい話、私

はあまりガツガツと勉強をする方ではありませんで

したが、予習、特に復習は欠かさずやっていました。

それが合格につながっていると私は思います。BeEX

では数多くのことを学ばせていただきました。本当

にありがとうございました。 

 

Ｉ．Ａ（新宿高等学校） 
 東京学芸大学 教育学部(初等教育教員養成課程（A 類）音楽専修) 

 立教大学   文学部(教育学科) 

 青山学院大学 教育人間科学部(教育学科） 
 文教大学   教育学部(学校教育課程） 

 

 私が受験で勝つために重要だと感じたことは、ふたつあります。 

 ひとつは、能動的に勉強することです。例えば、授業の予習。学校でも塾でも、その日の授業の質を決めるのは先生ではなく、

自分です。予習をすれば、どんなに考えても理解できないところが見つかるはずです。それが授業でわかった、解決したとき、嬉

しくなりませんか？そして、授業を受けても分からないところは質問。私は日本史と英語の授業後は、必ずと言っても良いほど質

問しました。曖昧なところを消し、腑に落ちるまで理解し尽くす。こうすることで、本当に復習が楽になり、自然と暗記するスピ

ードも上がります。自分で手に入れた知識で問題が解ければ、もっと勉強が楽しくなりませんか？ 

 ふたつめは、自分の弱点と向き合うことです。私は数学が大の苦手でした。そこで、数学は BeEX の授業を受け、分野ごとに固

めていきました。同じ分野の問題を繰り返し解くことで、時間はかかっても確実に体が覚えていきます。はじめから苦手意識のあ

る教科は、「いくら勉強しても無理だ！」と投げ出したくなってしまいますが、冷静に自分の弱点を潰していくことが一番の近道

です。BeEX の先生に迷惑をかけていた数学でしたが、センターでは９割得点することができました。試験の直前ま

で弱点と向き合い続けてください。 

 最後に、毎日夜１０時まで自習室を開放してくださり、私が不安で不安で焦ってしまったときも、話を聞いて

くださった BeEX の先生方には感謝してもしきれません。こんなにも生徒の事を真剣に考え、授業時間外もコ

ミュニケーションを大事にしてくださる先生方は、他にはいないと思います。改めて、４年間本当にありがとう

ございました。 

2019 年度 合格体験集① 

Ｋ．Ｈ（都立Ｈ高等学校） 

 東北大学   農学部   

 明治大学   農学部(農学科) 

 東京農業大学 農学部(生物資源開発学科) 

 北里大学   獣医学部(獣医学科) 
 

BeEX には大変お世話になりました。特に私は数

学が大の苦手科目で、入塾した当初は問題を理解

しないまま解答を丸暗記してその場をしのいでい

ました。しかし、中村先生の数学の授業では、た

だ問題を解いてみせるだけでなく、数学という学

問の本質から教えてくださったので、私はのこの

１年間で数学への苦手意識をかなり払拭すること

ができました。また、テーマごとに問題への取り

組み方を繰り返し教わったおかげで、初見で解け

る問題も少しずつ増え、本番の入試でも教わった

ことにかなり助けてもらいました。 

 BeEX に通ってたくさんのことを学ばせていた

だきました。この経験を生かし、これからも努力

していきたいと思っています。ありがとうござい

ました。 
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中西 凜太郎 (小松川高校)  

首都大学東京 法学部(法学科)  

早稲田大学  文学部(文学科)   

明治大学   法学部(法律学科) 

中央大学   法学部(国際企業学科)、 

       (政治学科)、(法律学科) 

法政大学   法学部(法律学科）  

日本大学   法学科(法律学科) 

 

受験はチーム戦です。ここであえて団体という言葉

を使わなかったのは、団体には大人数のイメージが

ついているからです。たとえば、美術館等の団体割

引はだいたい10～20人以上の集団に適用されます。

つまりここで言いたいのは、受験は「みんなで」で

はなく、「仲の良い友達数名」と戦うものだというこ

とです。そういった友達と一緒に休憩し、取りとめ

のないことを話している時間は、受験勉強のストレ

スで時には苛立ち、オーバーヒートしそうになりな

がら机に向かう受験生にとって、かけがえのないも

のです。皆さんもぜひ、ＢｅＥＸの中で友達を作る

か、友達をＢｅＥＸに誘って、自分だけのチームを

作り上げてチーム戦いましょう。 
 

2019 年度 合格体験集② 

平野治人（昭和第一高等学校） 

 山梨大学 工学部(機械工学科) 

 法政大学 理工学部(機械工学科) 

 

「35.1」これは私が高１の一番最初の河合塾の模試

で出した英語の偏差値です。この時は、前置詞の of

の意味すら分かっていませんでした。しかし、この

予備校に入って変わりました。BeEX に入塾したの

は高１の３学期頃です。特に英語力が上がったの

は、構文の授業と音読でした。構文をやったおかげ

で、今まで読めなかった長文が読めるようになり、

同時に音読したことで読む速度も上がりました。そ

の甲斐あって、高２のセンター同日模試では 115

点、本番では 179 点を取ることができました。また、

もともと得意だった数学も、三浦先生、本間先生、

中村先生の授業を通して、理解があいまいだったと

ころを無くし、スキルアップできました。 

 最後に、一番辛かったことは、成績が上がらない

ときでした。そんな時でも、とにかく問題を解き続

けることを意識しました。 

豊田 理菜（順天高等学校） 

早稲田大学 人間科学部(人間環境科学科)  上智大学 総合人間科学部(社会学科) 

明治大学 情報コミュニケーション学部(情報コミュニケーション学科) 

立教大学 社会学部(メディア社会学科)   明治学院大学 社会学部(社会学科) 

東洋大学 社会学部(メディアコミュニケーション学科) 

 

 私が受験を通して感じたことは、努力の積み重ねが大事、ということです。普段の学校の授業をちゃんと聞

き、定期テスト対策もしっかりし、学習習慣を身につけることが大切だと思います。私は国語がずっと苦手で

したが、BeEX の授業を受け、予習・復習も欠かさず、大学の過去問を何年分も解くことで、だんだん正答率

も上がってきました。 

 また、８月上旬まで部活があり、部活との両立はとても大変でしたが、夏休みや冬休みは朝早く起き、特に

冬の直前期は１日１４時間を目標に勉強していました。こうした毎日の積み重ねが、大学合格につながってい

ったと私は思います。 

 また、第一志望の大学をはっきり決めるのは大事だと思います。私は最初国公立大学が第一志望でしたが、

途中で早稲田大学に変更しました。センター対策としてやってきた数学や理科を無駄にしたくないという思い

もあり、国公立大学も第２志望として受験しました。しかし、国公立に行きたいという思いは弱く、それがセ

ンターの結果にも現れ、理科では史上最低点を出してしまいました。その時思ったのが、最初からきっぱり私

立大学に絞っていれば、もっと対策ができたのではないか、他の学部も合格できたのではないかということで

す。この大学に合格したい！という気持ちが強ければ、その分努力しようという気持ちも強くなり、やる気も

出ると思います。 受験勉強は大変で、やめたくなるときが何回もありますが、親や学校の先生、BeEX の先

生やライバルである友達など、支えてくれる人々がたくさんいるからこそ頑張れることもあります。終わって

から後悔するのではなく、自分はもうこんなに勉強したという自信を持って頑張ってください。 
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夏期講習講座一覧 

【英語】 

授業レベル 講座名【長文読解】 講座内容 

発展～難関 国立早慶英語長文読解 国立や早慶上智等、難関私大の志望者対象。頻出テーマを扱った長文

を深く理解し、選択肢を明確に選べる、速読速解技術を確立する。 

標準～発展 国立 GMARCH 英語長文読解 国立や GMARCH レベルの志望者対象。前後の文脈を把握し、設問を

ブレない視点で解く読解技術を学ぶ。 

標準 看護・準 GMARCH 

英語長文読解 

看護や準 GMARCH の志望者対象。入試問題を通じて、内容把握力や

各設問の解法を学ぶ。 

 

授業レベル 講座名【構文把握・英文解釈】 講座内容 

標準～発展 国立 GMARCH 英文精読 国立や GMARCH など上位大学の良質な英文を用いて、長文読解の基

礎となる読解の基礎力を完成させる。複雑な文をスムーズに整理し、

意訳が必要な文章を正確に和訳、理解できる力を育成する。 

基礎～標準 国立 GMARCH 英語への 

ファーストステップ 

GMARCH レベルの良質な英文を用いて、一見複雑に見える文も整理

し、和訳する力を養成する。英語力の基礎となる文法や構文、単語力

も詳しく解説、育成する。 

 

授業レベル 講座名【英文法】 講座内容 

発展～難関 国立早慶英文法 実際の早慶上智で出題された、頻出問題や難問を用い、強固な文法知

識、思考力を養う。 

標準～発展 国立 GMARCH 英文法 国立や GMARCH レベルの良問を集め、英文法の重要事項を徹底理解

し、応用問題に対応できる考え方を身につける。 

基礎～標準 高２英文法 時制・助動詞・仮定法の基本事項を丁寧に解説し、自分で運用できる、

徹底理解を目指す。演習を通じて理解と速解力を高める。国立早慶

GMARCH 等の上位校を目指す高 2 生に絶対おすすめの講座。 

 

授業レベル 講座名【入門講座】 講座内容 

基礎 英語入門講座 英語が特に苦手で、何から始めたらいいかわからない人におすすめの

講座。高１・２年生で習う英文法や必修英単語を、わかりやすく身に

つけられる。英語の苦手を得意に変える、最初の一歩！ 

標準 高２実践力アップ講座 ２学期の実力模試で「偏差値を１０アップ」させることを目標とする

講座。文法、会話問題の解法、長文の速読速解法など、「テストで得点

できる英語力」を身につける。高２生に絶対お勧めの特別講座。 

 

授業レベル 講座名【校外生用講座】 講座内容 

標準～発展 パズルで解けるＢｅＥＸ英語 英語が苦手な人は「英語にあるパズル要素のルール」がわかってない

からかもしれない。ルールがわかってやっと英語というゲームができ

る。独自の英語の視点「BeEX メソッド」で、英語のパズルのルールが

誰でも簡単にわかる！ 

基礎～標準 ゼロから分かる入試英文法 高校に入って急に英語が苦手になった人におすすめ。今までの遅れを

一気に取り戻すための、すぐに使える簡単英語勉強法を教えます！英

語が苦手な高１生向け。 

標準～発展 今から始める高１受験英語 

~学校の枠を越え、 

発展問題に挑戦したい君に！~ 

高校の英語では物足りない人におススメの講座。 

１学期中間・期末で扱う時制・完了形 / 不定詞・動名詞・分詞のそれぞれ

がどのように入試で出題されているのかというところから逆算して、各文

法単元のポイントをお伝えします。入試問題演習を通じて、英文法の問題

の捉え方を伝授します。 

基礎 高１英語弱点補強講座 

~基礎の確立を目指したい君に！~ 

１学期の復習をしたい人におススメの講座。１学期に扱った時制・完了形

の基本イメージをお伝えし、演習を通じて確実に押さえておきたい問題を

得点に結びつけます。苦手な英語の今後の勉強方針もお伝えします。 



 - 10 - 

【数学】 

授業レベル 講座名 講座内容 

発展 難関大数学ⅠＡⅡＢ 

〈入試典型問題〉 

数学ⅡB の学習テーマを中心に、難関大志望者がこの時期にしっかり

身につけておくべき典型問題への対処法を丁寧に確認してゆきます。

単に問題を解説するだけでなく、周辺事項も余すことなく紹介します。 

発展～難関 国立早慶数学Ⅲ 

〈極限・微分〉 

国立大や早稲田・慶應・上智等の難関大学を目指す人を対象に、数学

Ⅲの「極限」と「微分」について実戦問題演習を行います。数学的論

理展開を明確にしながら完答できる力を養います。 

発展～難関 国立早慶数学Ⅲ 

〈複素数平面〉 

数学Ⅲの範囲から「複素数平面」について基礎が身についている人を

対象に、国公立・難関私大入試で頻出傾向のハイレベルな問題演習を

行います。 

発展～難関 国立早慶数学ⅠAⅡB 

〈数列〉 

国立大や早稲田・慶應・上智等の難関大学を目指す人を対象に、早稲

田・慶應の過去問を中心とした厳選された良問を用いて、数学ⅠＡⅡ

Ｂの実戦問題演習を行います。単なる解法の紹介に終わるのではなく、

数学的論理展開を明確にしながら解答していく力を養成します。 

発展～難関 国立早慶数学ⅠAⅡB 

〈ベクトル〉 

国立大や早稲田・慶應・上智等の難関大学を目指す人を対象に、早稲

田・慶應の過去問を中心とした厳選された良問を用いて、数学ⅠＡⅡ

Ｂの実戦問題演習を行います。難関大学でよく出題されるテーマを扱

い、ベクトルが得点源になるよう実践力をつけます。 

標準 スタンダード数学Ⅲ 

〈極限・微分〉 

数Ⅲの「極限」「微分」について、教科書程度の基礎力があることを前

提に、入試標準問題の演習・解説を行います。問題の着眼点と解答方

針を系統的に理解させることで、応用問題にも太刀打ちできる力を養

います。 

標準 スタンダード数学Ⅲ 

〈積分計算〉 

数学Ⅲ「積分法」における積分計算を、置換積分・部分積分などの基本公

式の運用の仕方から確認したうえで、総合演習により実践レベルまで引き

上げます。積分計算は、「ただの計算だ」と甘く見てはいけません。数学Ⅲ

範囲の入試問題では、どのレベルおいても「積分法」からの出題が圧倒的

に多く、積分計算をいかに正確にできるかが最初の関門となることも珍し

くないのです。数学Ⅲを受験で使う人には、本当の意味での基礎力を完成

させるため、是非とも受講してほしい講座です。 

標準 スタンダード数学Ⅲ 

〈複素数平面〉 

数学Ⅲの範囲から「複素数平面」を基礎から解説します。基本事項を

押さえた上で演習を行い、学習事項の定着を図ります。 

標準 スタンダード数学ⅡB 

〈数列〉 

苦手意識を持つ人が多い「数列」の集中学習講座です。基本事項を根

本から理解させ、それを基に入試問題演習を行います。苦手意識を払

拭し、得点源とするだけの実力をつけます。 

標準 スタンダード数学ⅡB 

〈ベクトル〉 

「数列」と同様に、苦手な人が多い「ﾍﾞｸﾄﾙ」の集中学習講座です。基

本事項を押さえ、精選された演習問題を通してﾍﾞｸﾄﾙの徹底理解を図

り、入試問題を解くための応用力をつけます。 

標準 スタンダード数学ⅠA 

〈場合の数と確率〉 

「場合の数・確率」を基礎から確認し、入試標準レベルまでレベルア

ップする集中学習講座です。過去に出題された良問を使って、確かな

解法を提示、習得させ、合格レベルに到達できる実力をつけます。 

標準 スタンダード数学ⅠA 

〈整数〉 

整数問題は国立大・上位私大で出題されることが多い一方で、どのよ

うに解き始めるべきかという方針が見抜けずに苦戦する人が多いよう

です。この講座ではテーマ学習を行いながら、根本的な概念の確認と

攻略法を体系的に学習します。全体像を見渡すことで、問題への正し

いアプローチができ、解法の突破口は自ずと見えるようになります。 

基礎 基礎強化数学 数Ⅰ 

〈2 次関数演習〉 

数学Ⅰの範囲で特に重要な「2次関数」を中心とした、１学期の学習内容

の定着を図る講座です。未消化な部分の補強にぜひ役立ててください。ま

た、発展問題にもチャレンジしますので応用の練成にもバッチリです。 

基礎 基礎強化数学 数Ⅱ 

〈指数関数・対数関数〉 

数学Ⅱ「指数関数・対数関数」について、基本から丁寧に学習します。

指数や対数の計算では、新しい記法や使い慣れない記号が多く出てく

るために混乱しがちです。しかし、決してルールは難しくないので、

しっかりと演習量を重ねることで一気に得意分野にすることも十分可

能です。この講座を受けて、数学克服への突破口を開きましょう。 
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標準 高２実践力アップ講座 2学期の模試で、偏差値を 10以上アップさせるための講座です。出題

されやすい単元を中心に解法の原理を完全理解し、身につけることで

模試に対応できる柔軟性を養います。 

基礎～標準 高１弱点補強講座 第１回：わかっているようでわかっていない集合の分野を扱います。

この考え方は第２回で扱う場合の数・確率でも使うのでしっかり理解

しましょう。 

第２回：場合の数・確率を中学レベルから始め高校レベルへ引き上げ

ていきます。今後、確実に模試などで触れる範囲なので、この講座を

通じて、中学と高校の違いを理解してください。 

基礎 今から始める受験数学 
第１回： 24  が正しいことはわかっていると思いますが、 aa 2

が正しくないことはわかっていますか？高校数学を学習し始めた高１

生にとって、最初に立ちはだかる壁、『場合分け』について解説・演習

を行います。     

第２回：第１回と同じく、『場合分け』について、今度は１次不等式を

通じて学習していきます。今後は当たり前の計算として出てきますの

で、今のうちの定着を図りましょう。 

【国語】 

授業レベル 講座名 講座内容 

難関 国立早大現代文 国立・早大レベルの入試問題の演習を通して、高度な客観式問題の解

法を重点的に学習します。また、記述問題に対応できる表現力も養成

します。 

発展 GMARCH 現代文 GMARCHレベルの入試問題の演習を通して、客観式問題の解法を重点的

に学習します。解法のテクニックはもちろん、文章の内容把握もでき

る力を教授します。 

標準 センター・私大現代文 センター・私大レベルの入試問題の演習を通して、客観式問題の解法

を重点的に学習します。「接続語」「指示語」の働きなどの基本事項の

理解を図り、読解力を身につけていきます。 

標準 現代文 小説の鍛錬 

－センター対策－ 

小説問題の解法に特化した授業です。登場人物の心情、場面の展開の

把握、文章表現の説明といった頻出問題の解法を丁寧に説明します。

小説読解のエッセンスをお伝えします。 

難関 国立早大古文 国公立・早大・上智大を志望する受験生を対象に、難度が高く読み応

えのある長めの文章と難解な設問に取り組んでいきます。 

発展 GMARCH 古文 GMARCHレベルの入試問題の読解問題を中心に学習していきます。身に

つけた単語や文法の知識をいかに運用して内容理解を深めていくかを

教授します。 

標準 センター・私大古文 センター・私大レベルの入試問題の読解問題を中心に学習していきま

す。身につけた単語や文法の知識をいかに運用して内容理解を深めて

いくかを教授します。 

標準 センター・私大漢文 入試科目に漢文があり、これから漢文を本格的に学習しようという生

徒向けの講座です。「句形」を中心とした重要な文法事項を、センター・

私大レベルの問題演習を通して学習していきます。 

標準 小論文 

〈実践編〉 

小論文についての基本的な学習が身に付いていることを前提に、出題

形式に応じた書き方の指導をします。「夏から始める小論文」とのセッ

ト受講を推奨します。 

基礎 夏から始める小論文 推薦入試や一般入試で小論文があり、その対策をこれから始めようと

いう受験生を対象とします。典型的なテーマについて小論文を書くこ

とができるように指導します。 

標準 高２実践力アップ講座 

〈現代文・古文〉 

出題範囲が決まっている学校の定期テストはできるのだけれど、実力

テストや外部模試ではさっぱり。なんとしても秋以降に結果を出した

いという意気軒昂たる高２生に打って付けの講座です。 
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【理科】 

授業レベル 講座名 講座内容 

標準～発展 受験総合化学① 

〈気体の法則・蒸気圧〉 

受験化学において、受験生が非常に苦手な分野の一つである気体や蒸

気圧に関する計算問題のスマートな解法を伝授します。 

標準～発展 受験総合化学② 

〈気体の溶解度・希薄溶液〉 

気体の溶解度の問題攻略に必要な気体の法則とヘンリーの法則の使い

方、および希薄溶液で用いる独特な考え方や解法を伝授します。 

標準～発展 受験総合化学③ 

〈有機(脂肪族化合物)〉 

有機化学は教科書の後半部分にあるため、特に現役生は学習が遅く、

早めに対策をしないと手遅れになってしまいます。この講座では、有

機化学の基礎から講義していきます。 

標準～発展 受験総合生物① 

〈メンデル遺伝〉 

メンデル遺伝のマスターには、減数分裂による配偶子形成の理解が不

可欠です。減数分裂の仕組みについて講義した後、メンデル遺伝の問

題の解法を伝授します。特に、農学系や看護系では、出題頻度が高い

範囲です。 

標準～発展 受験総合生物② 

〈遺伝子の発現と調節〉 

現代生物学の中心となり、入試でも頻出かつ難問になりやすい分子生

物学のうち、遺伝子の機能と働きについて講義します。生物学系や農

学系では特に重要な範囲になります。 

標準～発展 受験総合生物③ 

〈バイオテクノロジー〉 

遺伝子組み換え、PCR法、電気泳動法の説明から始め、分子生物学の最

難関である実験・考察問題の考え方を解説します。生物学系や農学系

では特に重要な範囲です。 

標準～発展 受験総合生物・化学共通④ 

〈アミノ酸・タンパク質・核酸編〉 

生命体構成物質について、生物受験者にとっては化学構造や化学的な

計算方法を、化学受験者にとっては生物体内での反応を学べる唯一の

機会となります。 

特に、薬学を含む医療系や化学系では頻出の範囲です。 

標準～発展 受験総合物理①②③ 

〈単振動〉 

〈波の性質・音波・光波〉 

公式・定理の丸暗記ではなく、物理用語の正しい理解を基に、基礎レ

ベルから受験レベルまで引き上げていきます。解法の必然性を意識し

て学習することが、物理を得意科目にする近道です。 

 

【地歴・公民】 

授業レベル 講座名 講座内容 

標準～発展 受験総合日本史 

①②③ 

〈中世～近世史〉 

1 学期の授業内容を受けて、室町時代から江戸時代の通史を学習しま

す。江戸時代は受験日本史の要になる時代です。夏休み中にしっかり

仕上げて、2 学期からの近現代史に備えましょう。 

標準～発展 受験総合日本史 

④⑤ 

〈文化史〉 

飛鳥文化から江戸時代までの文化史を扱います。文化史は受験生が不

得意とする分野ですが、センター試験でも私大入試でも出題されます。

避けることなく、正面から向き合いましょう。 

標準～発展 受験総合世界史 

①②③④ 

〈18 世紀～第一次世界大戦まで〉 

 

 

いよいよ夏期講習が始まります。夏休みに世界史の勉強をしないで一

体いつ勉強するのか？本講座では夏期講習で世界史を本気で習得した

い！とにかく世界史を得意科目にしたい！と思っている生徒さんに向

けて、入試問題で最も頻出度の高い近現代史を集中的に扱います。暑

い夏に、世界史の熱い授業が始まります。必見です！ 

標準～発展 受験総合政治経済 

①②③④ 

〈経済分野・問題演習〉 

 

 

経済分野を中心に演習形式で授業を行います。特に苦手な計算問題を

中心に比較生産費説や国民所得計算を講義します。また、センター試

験対策でよく出題されるグラフ問題も授業で扱います。私大志望のみ

ならず、センター試験で政治経済を利用して国公立志望者にもおすす

めの講座です。 
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■教科別受講上の注意点 

 ＜英語＞１学期講座と夏期講習受講講座の目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ＜国語＞講座名称と講座レベルの目安 

 基礎～標準レベル 標準レベル 発展レベル 

現代文 センター・私大現代文 

ＧＭＡＲＣＨ現代文 

現代文 小説の鍛錬 

高２実践力アップ講座 

国立・早大現代文 

古文 センター・私大古文 
ＧＭＡＲＣＨ古文 

高２実践力アップ講座 
国立・早大古文 

漢文 センター･私大漢文  

小論文 
夏から始まる小論文  

 受験小論文(実践編) 

  

 ＜数学＞講座名称と講座レベルの目安 

受験生 
スタンダードレベル ハイレベル トップレベル 

スタンダード数学 国立早慶数学 東大、難関大数学 

数学ⅠＡ 
場合の数と確率  

東大：数学Ⅱを中心とした単元 

難関大数学：入試典型問題の解説 
整数 

数学ⅡＢ ベクトル 数列 ベクトル 

数学Ⅲ 

極限・微分 極限・微分 極限・微分 

複素数平面 複素数平面 複素数平面 

積分計算  

 

高１・高２生 ベーシックレベル スタンダードレベル ハイレベル 

数学ⅠＡ 
基礎強化数学 

＜2 次関数 演習＞ 

高２実践力アップ講座 

基礎強化数学 

＜指数関数・対数関数＞ 

スタンダード数学＜場合の数・確率＞ 

スタンダード数学＜整数＞ 

数学ⅡＢ 
スタンダード数学＜数列＞ 

スタンダード数学＜ベクトル＞ 

国立早慶英語長文読解 国立早慶英語長文読解 

国立 GMARCH 英語長文読解 

看護・準 GMARCH 英語長文読解 看護・準 GMARCH 英語長文読解 

国立 GMARCH 英文精読 

高２実践力アップ講座 

 
国立 GMARCH 英語への 

ファーストステップ 

 

国立 GMARCH 英語への 

ファーストステップ 

英語入門講座 

 

国立 GMARCH 英語長文読解 

英語入門講座 

国立 GMARCH 英文精読 
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第一志望合格を一気に近づける! 

 

秋期特別講座 

受験生特訓講座 

英語 数学 国語 センター試験対策講座 

早慶･ＧMARCH対策講座 

年末集中特訓講座 

出題分野別集中特訓講座 

センター試験対策講座 

11月 
スタート 

11月 
スタート 

1１月 
スタート 

12月 
29(土) 

30(日) 

英語 数学 国語 

10月 
スタート 

理科 地歴 公民 

  英語  数学 

英語 数学 国語 

●センター試験頻出分野と、差が出るポイントを解説していきます。 

●早慶・GMARCH に完全に絞り込んだ得点力アップ講座です。 

●確実に高得点を取るためのポイントを伝授します。 

●入試で頻出する重要単元を分野別にわかりやすく解説します。 

●入試直前だからこそ必要な総合力養成講座です。 

毎年恒例の、受験生とって得点力アップには欠かせない重要講座です。 

受験生は、この時期から志望校の過去問を解いていきますが、「実は解説がよくわからない」「数年分解いて

も一向に点数があがらない」といった悩みをよく耳にします。過去問演習がはかどらないと焦ってしまうも

のです。この秋期特別講座は、過去問演習をスムーズにやれるようにすることは勿論のこと、実戦力・得点

力の大幅アップをアシストするのは間違いありません。 

※講座名称、内容、日程は変更となる場合があります。ご了承ください。 
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定期テストでしっかり結果を出したい、高校１年生！！ 

２学期から受験勉強をスタートさせたい、高校２年生！！ 

過去問演習でわからないところを聞きたい、高校３年生！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の成績を上げたい、第一志望に合格したい、苦手科目を得意科目に変えたい、 

部活と勉強を両立させたい、自分のペースで勉強したい、 

本気で成績や合格力を伸ばしたいなら、時間の無駄なく、すぐその場で質問に応えてもらいたい。 

だから、ＢｅＥＸ個別指導コースは先生１人に、生徒１人のマンツーマン指導です！ 

 

●お試しの「無料体験授業(１回８０分)」からスタートできます！ 

●担当講師から学習記録表をお渡しするので、学習状況がわかります！ 

●講師変更制度があります！ 
●ＢｅＥＸ集団授業と併用すると、より効果的です！ 

●事前の申し出で授業振替もできます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２学期生 
募集中！ 

ＢｅＥＸ 
個別指導コース 
 

■指導スタイル ●完全なマンツーマン指導方式の１コマ８０分個別指導 
 

■費用(税込み)  ●授業料（月謝制）  １講座(月４回)  

学  年 高校１年生 高校２年生 高校３年生 

授業料(１ヶ月) ２７，０００円 ２８，０８０円 ２９，１６０円 

                ※上記金額は、１講座(月４回)当たりの授業料(税込み)です。 

              ●別途、年間諸経費を頂きます。  

●別途、教材費は実費を頂きます。 
 

■指導時間帯 
   時間帯 月 火 水 木 金 土 

特１限 14:20～15:40 ★ ★ ★ ★ ★ ● 

特２限 15:50～17:10 ★ ★ ★ ★ ★ ● 

１限 17:20～18:40 ● ● ● ● ● ● 

２限 18:50～20:10 ● ● ● ● ● ● 

３限 20:20～21:40 ● ● ● ● ● ● 

 ※特１限・特２限の★の時間帯は相談に応じます。 

 ※●は、通常授業設置曜日・時間帯です。 

●毎月の授業とは別に、季節講習として 

個別指導の授業を実施します。 

●季節講習期間は、指導時間帯が異なる 

場合があります。 

●集団授業と併用する場合、指導時間帯 

を変更する場合があります。 

●集団授業と併用する場合、お得な併用 

 割引があります。 

 

 完 全 
ﾏﾝﾂｰﾏﾝ 
１対１ 
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２０１9 夏期講習 申込方法  

内容は濃いけど、超リーズナブル！ 

●講習費 

本講習１講座(８０分×４回)＝14，958円 

※テキスト代は、授業料に含まれています。 

●夏期講習料金 

＜集団授業料金＞(税込) 

受講講座数 講座料金 

１講座 １４,９５８円 

２講座 ２９,９１６円 

３講座 ４４,８７４円 

４講座 ５９,８３２円 

５講座 ７４,７９０円 

６講座 ８９,７４８円 

※７講座以上のお申し込みは、事前にご相談ください。 

 

＜個別指導コース料金＞（税込） 

 １講座 ２講座 ３講座 

高１生 27,000円 54,000円 81,000円 

高２生 28,080円 56,160円 84,240円 

高３生 29,160円 58,320円 87,480円 

※集団授業と併用する場合、お得な割引制度があります。 

 

 

 

●申込方法 

直接ご来校の上、お申込み手続きを行ってください。 

※電話予約をいただければ、すぐにお手続きができます。 

以下の手順で受講できます。 

電話相談⇒お手続き⇒費用納入⇒テキスト配布⇒受講 

●学費納入方法  

明細書発行後、８日以内に銀行振込でお支払いください。 

 

●受付時間 日曜日～土曜日 14:00～21:00 

(休館の場合もありますので、電話でご確認ください。) 

 

●テキスト配布 

 予習が必要な科目もありますので事前に配布いたしま 

す。ただし、当日配布のテキストもあります。 

 

●備考 

 ①校内生で、年度初めに合格パックをお申込み頂いた 

方は、講座の登録のみ行ってください。 

 

 ②個別指導コースと集団コースを併用できます。 

  ご利用方法は、受付窓口までお問い合わせください。 

 

 ③受講講座の中で、有料講座を１コマ(８０分)でも受 

講し、その後欠席した場合でも該当講座１講座分の 

受講料を頂きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上野校 ０３－５８０６－１１４７ 
〒110－0005 

台東区上野７－９－４岩城ビル 

亀戸校 ０３－５６２８－３７５５ 
〒136－0071 

江東区亀戸６－５６－１５ビジョナリーⅣ６階 

フリーダイヤル  ０１２０－００－６８８６ 

日～土/１４：００～２１：００ (日曜・祝日等閉館の 

場合もあります。事前にお電話でご確認ください。) 

 


