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冬 期 講習

【中学生用】

申込締切12/4（金）



中学生コース

限界突破

冬休みは、今まで以上に自分の限界にチャレンジしてみてください。自分の今の限界を知
ることで、次にどうしたらより向上できるのか、そのヒントを見つけることができます。

自分の弱い部分と向き合い、

レベルアップしていきませんか？
その決意の固さが、結果を導きます。

そして個別志導のサクセスでは全力で成長をお手伝いします！

ぜひ挑戦してみてください！
塾長 近藤友紀

こんにちは。個別志導のサクセス 塾長の近藤友紀です。
いよいよ、中３生にとって大事な勝負の時が刻一刻と近づいてい

ます。そんな生徒達に、今回の冬期講習のテーマとして
伝えたいのは

です！
…と言われても、大人でも自分の弱さと向き合って限界を突破することって中々大変ですよ
ね。サクセスの冬期講習では、予習・復習などの学習はもちろん、勉強との向き合い方、集
中力の高め方など、内面からも学べるコンテンツをたくさんご用意しました。学校の授業が

進まない、この時期を有効活用して自分の弱さに打ち勝つ方法を学びませ

んか？これからの勉強に対する意欲がガラッと変わります！そして結果を出します！学年末
テストで過去最高得点を狙います！

冬期講習 限界突破合宿
2学期範囲の復習はもちろん。

個々に応じたテキストや教材で前学年
の復習・予習、3学期の予習を徹底的
に行います。
そして3学期の学年末テストで過去最
高得点を狙います！

勉強はもちろん。それだけでなく内面
からも様々なコンテンツを用いて自分
の弱さに打ち勝つ方法を学びます。

勉強に向かうモチベーションを上げる
為の考え方や行動の仕方を、脳科学
や行動科学、心理学等の多方面から

実践します。

自分には無理
自分なら

できるかもしれない
あなた次第で将来が変わります！

IQ EQ+



中学部コース 学年別！
冬期講習のポイント！

７０％前後の生徒が中１の２学期に英語・数
学嫌いが起こっています。心当たりがありま
せんか？今、遅れをとり戻さないと、３学期・
学年末の成績に決定的な影響があります。軟
弱な地盤にまともな家は建たないのと同様、
基礎が一番大事！ある意味今が最も重要な
時期なのです。今から２年後を考え、学力強

化を進めることが、中学校３年間を成功させ
るポイントと言えます。

中１塾生の皆さんへ

中２の冬期講習＝高校受験の起点です。

小中高の学校生活で、最も勉強時間が少ない
のは中２です。それにもかかわらず中２学年末
成績から、高校入試の内申基準に換算されると
いう現実があるからです。

自分の置かれた状況を正面から受け止め、い
ままでの穴をしっかり埋め、悔いのない中２学
年末＝高校受験スタートに向けて、この冬期講
習をどう利用するかを、十分に考え取り組んで
ほしいと思います。

中２塾生の皆さんへ

いよいよ受験本番！高校入試もどんどん難化、
全教科で記述問題とその分量が増大していま
す。中でも愛知県の公立高校入試問題は、

単純な知識だけでは解答できない問題が重点
になっています。

さらに、私立高校も生き残りをかけ、合格レベル
を底上げ。かつての“私立は滑り止め”の概念
は完全に無くなった、と考えるべきです。そうい
う意味で、この冬期講習は中３にとって“最後の
砦”。寝る間を惜しんで問題に取り組むのが当
たり前、という心構えで、十分に活用し力をつけ
ましょう。

中３塾生の皆さんへ

「３学期スタートで周りに差をつけろ！」



中学生コース

サクセスの冬期講習

サクセスだから出来る３つのポイント！

１一人ひとりが違うカリキュラムなので、無駄なく短期間に成績を伸ばすことがで

きます。特許教材「即アップミラクル」で単元別の学習により偏差値アップ！

２最初の授業で冬期講習全体の目標と、スケジュール設定を行います。毎日の

「志タイム」で自分自身で目標を考え、先生からのアドバイスなどを基に毎日の勉強
に取り組んでいきます。やるべき事を決めるので、最短距離で目標を達成できます。
イメージをすることで行動しやすくなり、やる気もアップします。

３高い目標の仲間がいるから、一人ではできない長時間の勉強も頑張れます！

仲間と一緒に勉強することで成績UPが加速します。
今後、必要な自分との向き合い方も一緒に学べます。

妥協しない！

◆成功の反対が失敗かと思って
いたけれど、先生の話をきいて成
功の反対は「何もしない事だ」と
いうことを知りました。

受講生の声



中学生コース

今のゴールは、中３生にとってはもちろん高校受験。

中１・２年生にとっては定期テストで目標順位を取ることですよね。

その一つのゴールに向かうための考え方、勉強の仕方（行動の仕方）を

サポートします。

あなたが、今この大事な時間を何にどう使うかで、あなたの将来が変わります。

変わりたい！少しでも、幸せに生きたい！と思うそこのあなた。

そのために身に付けておきたい考え方や、行動の仕方を学びませんか？

タイムスケジュール（予定）

9:00～ 9:50 オリエンテーション

9:55～12：10 学習

12:10～13:00 昼食

13:00～14:00 ラボ

14:00～17:30 学習

17:30～18:00 夕食

18：00～19：00 学習

休憩あり

限界突破合宿

サクセスの合宿はここがすごい！

1月3日（日）、4日（月）
朝9：00〜夜7:00まで

校舎 康生校日程

質の高い学習
今まで限界までやり切ったことは

ありますか？
この貴重な冬休みの時間は
一生の宝です。サクセスは
個人にあったカリキュラムで
限界突破を全力で応援します！

この時期頑張った経験が
将来のあなたを支えます！
お手伝いさせてください！

トライアド
自分の集中力の高め方は

ご存じですか？
勉強をする前に5分だけ、
あることをすると劇的に
集中力が続きます！

そんな【トライアド】教えます。
自分を上手にコントロールして

限界を突破しましょう！
体験する価値ありです！

探究ラボ
塾長による

【ワクワクする手帳学！】
一日は24時間しかありませんよね？
でも、時間にも種類があるんです。

何気なく時間を使うのも
有効的に使うのも、
この手帳学を学べば
思い通りになります。

是非楽しみにしていてください。

楽しい未来にするもしないも、
あなた次第です！

大好評の探究ラボ！
知って得する、

知ってためになる！

参加者特典！
サクセス

オリジナル手帳を
プレゼント！

感動の‼



中学生コース

【日程】
12/20（日） 岡崎校 9：00～13：00
12/27（日） 康生校 9：00～13：00
12/27（日） 康生校 9：00～15：00（お昼休憩30分あり） 中3のみ

【持ち物】
２学期の通知表、筆記用具、定規、前より良い点数を取るぞ！という強い気持ちを忘れずに！

第５回全県模試。現学年最後の全県模試となります。学校のテストだけでは把握しきれない真の実力を
知り、これからの勉強に役立てましょう。高校の合格率もでますので、今の目安を知っておくと、これからの
勉強のモチベーションにもなります。やって終わりではなく、その後の勉強フォローや相談もお任せください。
サクセス生は必修です。中３は、公開会場の選択ができます。本番の受験のように、他の学校の生徒達と
一緒に受けることができるので、おススメです。通知表は学校から受け取ってからの提出で構いません。

※時間は目安となります。学年ごとに若干異なります。

【料金一覧】

◆冬期講習 ※次ページの日程表をご記入の上申し込みをしてください。

学年 コース 時間数 内容 受講料（税別）

中１ トップグレード フリー 単元別個別学習 34,000円

スタンダード 24時限 単元別個別学習 29,000円

ライト(単科集中) 18時限 単元別個別学習 24,000円

中２ トップグレード フリー 単元別個別学習 40,000円

スタンダード 27時限 単元別個別学習 35,000円

ライト(単科集中) 21時限 単元別個別学習 30,000円

中３ トップグレード 48時限〜64時限 ５教科対応入試対策 72,000円

学年 コース 日程 内容 受講料（税別）

中１・中２ 限界突破合宿 1/3（日）
1日参加

中１・中２
サクセス特別プログラム

1日間20,000円

中１～中３
中３必修

限界突破合宿 1/3（日）、1/4（月）
2日間参加

受験対策特別プログラム 2日間38,000円

中１～中３ 愛知全県模試 12/20（日）岡崎校
12/27（日）康生校
12/27（日）康生校（中３）

５科目対応愛知全県模試

※サクセス塾生は必修
3,700円

◆冬期特別プログラム

◆真の実力を知る 「愛知全県模試」

11/22（日）開催の「共育セミナー」に参加され、
その場で申し込みをされた方は、合宿3,000円off！！

～限界突破合宿・愛知全県模試～



冬期講習 中１・２

≪出席表≫※空白のところから選択してください。申し込み後の振替は、校舎の先生に直接連絡をしてください。

≪申込フォームにご入力ください≫
◆希望日程□に✔を入れてください。
◆限界突破合宿（□1日参加 □2日参加 □不参加）
◆冬期講習（□トップグレード □スタンダード □ライト）
◆コマ数（学年によりコマ数が変わります。左記の料金表を参照）
◆全県模試 受験希望校舎選択（□12/20(日)岡崎校 □12/27(日)康生校）

控え 時間割

12月 1月

時間割24 25 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 8

木 金 土 日 月 火 水 日 月 火 水 木 金

岡崎校

18:15～19:05 18:15～19:05

19:10～20:00 19:10～20:00

20:00～20:50 20:00～20:50

康生校
4F

13:40～14:30
限
界
突
破
合
宿

限
界
突
破
合
宿

13:40～14:30

14:35～15:25 14:35～15:25

15:30～16:20 15:30～16:20

16:25～17:15 16:25～17:15

北岡崎校

17:20～18:10 17:20～18:10

18:15～19:05 18:15～19:05

19:10～20:00 19:10～20:00

20:00～20:50 20:00～20:50

≪申込方法≫
①QRコードを読み取り
②必要事項を入力
③確認メールが届きます。

※振替希望の場合は、塾メールにて、直接
ご相談ください。お休みの場合もメールでご
連絡をお願いいたします。

https://forms.gle/22rE8Mpdpnwft22t9



冬期講習中３（会場：康生校４階）

自学

•休み明けは、すぐに学年
末テスト。そして、その後
の入試に向け、自主トレ
時間を使わない手はあり
ません。学校の課題や休
み明けの学年末テストに
向けた、勉強の仕方、深
め方のサポートの時間。

過去問

•問題のパターンに
慣れるために、過
去問を使い、本番
に効率よく点数を
取れるようにト
レーニング。

特講

•特に、押さえてお
くべき単元や項目
の一斉講義。

苦手克服

•苦手分野は人そ
れぞれ。自分の苦
手を克服するため
の個別対応の時
間。

≪日程表≫※この後の時間は、各校舎にて補習を受講することも可能。
受講コマ数 48時限

≪中３入試対策コース ４本柱≫

時間割
12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 1/3 1/4 1/5 1/6

時間割
木 金 土 日 月 火 水 日 月 火 水

康生校
４階

9:00～9:50 自学 自学 自学

全
県
模
試

自学 自学 自学

限
界
突
破
合
宿

自学 自学 9:00～9:50

9:55～10:45 自学 自学 自学 自学 自学 自学 自学 自学 9:55～10:45

10:50～11:40 過去問 過去問 過去問 過去問 過去問 過去問 過去問 過去問 10:50～11:40

11:45～12:35 過去問 過去問 過去問 過去問 過去問 過去問 過去問 過去問 11:45～12:35

13:40～14:30 特講 特講 特講 特講 特講 特講 特講 特講 13:40～14:30

14:35～15:25 特講 特講 特講 特講 特講 特講 特講 特講 14:35～15:25

15:30～16:20
苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服 15:30～16:20

16:25～17:15
苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服

苦手
克服 16:25～17:15

≪中学３年生のみなさまへ≫

・中３生は講習、合宿共に必修となります。上記が冬期講習の全日程となります。冬休み期間の学
習が受験を左右すると言っても過言ではありません。不安なことは先生に相談し、やることはきっち
りやり遂げ、準備万全で入試に臨めるように準備しましょう。

・全県模試は、原則12/27(日)に康生校にて、受験といたします。受験本番と同じ心持で挑んで欲し
いため、各学校の制服でいらしてください。都合がつかない場合は、乙部までご相談ください。

・9：00～10：45の自学の時間は、強制参加ではありませんができる限り参加しましょう。学校の課題

や塾の課題を行う時間とします。入試本番も朝から勝負です。朝一で即集中し、力が発揮できるよう
に生活リズムと身体づくりを併せて行いましょう。

・出席できない日がある方は振替日程をご相談ください。振替は、前ページの中１・中２の日程表で
選択可能です。


