
カリキュラムコース⼀一覧



（税抜価格）

講座名 級 回数 教材費 講座コード

6  回 中1相当 800  円 英検５

8  回 中2相当 1100  円 英検４

8  回 中3相当 1200  円 英検３

12  回 高1相当 1300  円 英検Ｐ２

16  回 高卒相当 1500  円 英検２

4  回 小3相当 600  円 数検9

4  回 小4相当 600  円 数検8

6  回 小5相当 600  円 数検7

8  回 小6相当 600  円 数検6

16  回 中1相当 600  円 数検5

講座名 講座難易度 回数 教材費 講座コード

小3算数   ☆☆ 6  回 550  円 小3・算1

小３ 小3国語   ☆☆ 6  回 550  円 小3・国1

小3算国   ☆☆ 10  回 700  円 小3・算国1

小4算数   ☆☆ 6  回 550  円 小4・算1

小４ 小4国語   ☆☆ 6  回 550  円 小4・国1

小4算国   ☆☆ 10  回 700  円 小4・算国1

小５算数   ☆☆☆ 6  回 600  円 小5・算1

小５国語   ☆☆☆ 6  回 600  円 小5・国1

小５ 小5算国   ☆☆ 10  回 700  円 小5・算国1

小５理科   ☆☆☆ 6  回 600  円 小5・理1

小５社会   ☆☆☆ 6  回 600  円 小5・社1

小6算数   ☆☆☆ 8  回 600  円 小6・算1

中学数学準備   ☆☆☆ 6  回 実費 数優・小・中学入門

小6国語   ☆☆☆ 8  回 600  円 小6・国1

小６ 小6算国   ☆☆☆ 8  回 700  円 小6・算国1

小6理科   ☆☆☆ 8  回 600  円 小6・理1

小6社会   ☆☆☆ 8  回 600  円 小6・社1

中学英語準備   ☆☆☆ 6  回 実費 小6・英準備

※　回数については標準的な場合の目安です。　　※　冬期講習の教材費については変更になる場合がございます。

※　回数については標準的な場合の目安です

これまでの復習をします。余裕がある場合は3学期
の予習を進めます。

来年は中学生。小学校の総まとめを行います。

これまで学習してきた事を、しっかり復習します。
読解力だけでなく、記述力も強化します。

6年理科の総まとめを行います。

6年社会の歴史を中心に総まとめを行います。

アルファベットの書き方、読み方から、簡単な英文
までの理解を目的とします。

中学で学ぶ正負の数、文字式について先取り学習し
ます。

算数、国語ともに小学校の総まとめをおこないま
す。

復習を中心に計算力を強化するとともに、図形につ
いての理解を深めます。

漢字や語句の知識を深め、読解力も強化します。

上記をバランス良く組み合わせて、効率的に算数と
国語を学習します。

苦手とする生徒が多い割合や、図形について学習し
ます。

物語文、説明文で読解力を強化します。漢字、語句
についても定着させていきます。

これまでの復習をします。余裕がある場合は3学期
の予習を進めます。

上記をバランス良く組み合わせて、効率的に算数と
国語を学習します。

対象学年

小学生 カリキュラムコース講座一覧

まずは学年相当の級からスタートさせま
しょう。上の級を目指すことにより先取
り学習が進みます。私立小学校の生徒の
場合は、中学校で差をつけるため、数検
で先取りを進めましょう。

これまでの復習を中心に、計算のルールと単位を重
点的に学習します。

漢字の練習と読解の基礎作りを行います。

上記をバランス良く組み合わせて、効率的に算数と
国語を学習します。

目的と概要

学
校
対
策

対象学年

数検9級

数検8級

数検7級

数検6級

数検5級

英
検
対
策

全学年

数
検
対
策

全学年

目的と概要

英検5級

英検4級

英検3級

英検準2級

英検2級

小学生のうちに英検にチャレンジしてい
きましょう。どんどん上の級を目指すこ
とにより中学校の先取りにつながりま
す。



（税抜価格）

講座名 講座難易度 回数 教材費 講座コード

小4四谷算国   ☆☆ 10  回 500  円 小４・受験算国1

小4 小4四谷算数   ☆☆☆ 8  回 500  円 小４・受験算１

私立受験 小4四谷国語   ☆☆☆ 8  回 500  円 小４・受験国１

小4四谷社理   ☆☆☆ 8  回 500  円 小４・受験社理１

小５ 小5四谷算数   ☆☆☆ 8  回 600  円 小５・受験算１

私立受験 小5四谷国語   ☆☆☆ 8  回 600  円 小５・受験国１

小5四谷社理   ☆☆☆ 8  回 500  円 小５・受験社理１

小５ 小5理系記述   ☆☆☆ 10  回 700  円 小５・都中高理系１

都立一貫 小5文系記述   ☆☆☆ 10  回 700  円 小５・都中高文系１

小5作文力強化   ☆☆☆ 12  回 700  円 小5・受験国3

小6四谷算数   ☆☆☆ 16  回 1100  円 小６・受験算1

小６ 小6四谷国語   ☆☆☆ 16  回 900  円 小６・受験国１

私立受験 小6四谷社会   ☆☆☆ 10  回 900  円 小６・受験社１

小6四谷理科   ☆☆☆ 10  回 900  円 小６・受験理１

小６ 小6理系記述   ☆☆☆ 10  回 700  円 小６・都中高理系1

都立一貫 小6文系記述   ☆☆☆ 10  回 700  円 小６・都中高文系1

小6作文力強化   ☆☆☆ 10  回 700  円 小６・受験国3

  ☆☆☆ 8  回 実費 小６・PRE理系

  ☆☆☆ 8  回 実費 小6・PRE文系

  ☆☆☆ 12  回 実費 小６・都中高理系2

  ☆☆☆ 12  回 実費 小６・都中高文系2

※　回数については標準的な場合の目安です。　　※　冬期講習の教材費については変更になる場合がございます。

今までの問題の総まとめ。出題頻度が高い問題を中
心に類題演習を行います。合格するための記述力を
高めます。

個別指導だからこそできるコースです。毎回作文を
添削、指導することで作文力に磨きをかけましょ
う。

目的と概要

四谷シリーズで週例テストを進めてきた生徒向けで
す。
受験まで残り1カ月。四谷の直前テキストを使用し
演習を進めます。

四谷教材を使用し、受験に必要な基礎学力をつけま
す。

四谷シリーズがカリキュラム通りに進んでいる生徒
向けです。
これまで学習してきたことを体系的に復習します。
後半は予習範囲も含まれます。

四谷シリーズがカリキュラム通りに進んでいる生徒
向けです。
これまで学習してきたことを体系的に復習します。
後半は予習範囲も含まれます。

対象学年

中
学
受
験
対
策

それぞれの学校の過去問を4回演習し、時間配分や
適切な解答方法などを習得します。その後、通常授
業8回の中で、解説+類題演習を繰り返し、それぞれ
の学校特有の問題に慣れます。個別授業の真骨頂で
す。

私立理系(算理)過去問特訓

私立文系(社国)過去問特訓

都立一貫(作文)過去問特訓

都立一貫(統計)過去問特訓

都立一貫の特徴である、グラフなどの理系読解問題
の読取りを強化します。

都立一貫で勝負の分かれ目となる、記述力の徹底的
な演習します。

過去問演習+解説+類題演習を2回分の授業で6セット
行い、受験時の時間配分や適切な解答方法などを習
得します。適正検査Ⅰはグラフや資料の読取り、適
正検査Ⅱは読解と作文範囲です。適正検査Ⅲは応用
問題です。

都立一貫校入試で必須の作文のみに焦点を当て、作
文力を磨きます。



（税抜価格）

回数 教材費 講座コード

4  回 中1相当 1000  円 英検５

8  回 中2相当 1100  円 英検４

8  回 中3相当 1200  円 英検３

12  回 高1相当 1300  円 英検Ｐ２

16  回 高卒相当 1500  円 英検２

6  回 中1相当 600  円 数検5

8  回 中2相当 600  円 数検4

10  回 中3相当 600  円 数検3

16  回 高1相当 1000  円 数検準2

（税抜価格）

講座名 講座難易度 回数 教材費 講座コード

中1・数学   ☆☆ 8  回 800  円 中1・数1

中1・数学2   ☆☆☆ 8  回 800  円 中1・数2

中1・英語   ☆☆ 8  回 800  円 中1・英1

中1 中1・英語2   ☆☆☆ 8  回 800  円 中1・英2

中1・国語   ☆☆☆ 8  回 800  円 中1・国1

中1・理科   ☆☆ 8  回 800  円 中1・理1

中1・社会   ☆☆ 8  回 800  円 中1・社1

中2・数学   ☆☆ 8  回 800  円 中2・数1

中2・数学2   ☆☆☆ 8  回 800  円 中2・数2

中2・英語   ☆☆ 8  回 800  円 中2・英1

中2 中2・英語2   ☆☆☆ 8  回 800  円 中2・英2

中2・国語   ☆☆☆ 8  回 800  円 中2・国1

中2・理科   ☆☆ 8  回 800  円 中2・理1

中2・社会   ☆☆ 8  回 800  円 中2・社1

中3・数学2   ☆☆☆ 10  回 800  円 中3・数2

高校数学先取   ☆☆☆☆ 8  回 実費 中・数・先取

中３ 中3・英語2   ☆☆☆ 10  回 800  円 中3・英2

高校英語先取   ☆☆☆ 8  回 950  円 中3・英1

中3・国語2   ☆☆☆ 10  回 800  円 中3・国2

高校古文先取   ☆☆☆ 6  回 実費 文才・中・古文

3年範囲を中心に問題演習し、基礎力の定着をねら
います。中学国語の総復習です。

推薦で高校に合格した場合、高校スタートの段階で
受験組と大きな差が開きます。時間があるこの冬に
差をつけておきましょう。

※　回数については標準的な場合の目安です。　　※　冬期講習の教材費については変更になる場合がございます。

1年の2学期までの範囲を復習します。苦手な単元に
は時間をかけ、3学期の予習も行います。

既習範囲の定着。連立方程式や一次関数について基
礎演習を行います。

※　回数については標準的な場合の目安です。

対象学年 目的と概要

学
校
対
策

基礎計算の定着。数学の基本である文字式の計算、
方程式について基礎演習を行います。

正負の数や比例・反比例など既習範囲の復習から、
3学期の先取りまで行います。

これまで学習してきた文法や単語などを問題演習に
より、しっかりと定着させます。

既習範囲をしっかりと定着させるとともに、進行形
や過去形の先取りを進めます。

これまで学習してきたことを体系的に復習します。
小説文、説明文などで読解力をつけます。

1年の2学期までの範囲を復習します。苦手な単元に
は時間をかけ、3学期の予習も行います。

連立方程式や一次関数など既習範囲の復習から、3
学期の先取りまで行います。

1年生からの文法をまとめ、特に不定詞については
重点的に演習し定着を図ります。

1年生からの文法、語句を定着させます。動名詞、
比較級の先取りも進めます。

文章読解のコツや文法力を鍛えるとともに、論説文
を考察する授業を目指します。

高校古文の活用でつまずく生徒が多いため、中学生
の今からスタートさせましょう。

高校文法の先取りを進めます。大学入試では理系、
文系に限らず必須科目です。

苦手単元を重点的に復習しながら、予習も進めま
す。2年の冬休みで大きな差がつきます。

歴史を重点的に復習しながら、予習も進めます。こ
の冬休みでの復習が後で効いてきます。

基本問題から発展問題まで演習することで、基礎力
の定着と応用力を身につけます。

3年範囲を中心に問題演習します。関係代名詞につ
いてもしっかり学習します。

対象学年 目的と概要講座名

英検3級

英検準2級

英検2級

英
検
対
策

全学年

英検5級

私立高校受験の際に、検定3級以上から
内申点に加味される高校が増えていま
す。1年生のうちから積極的な検定取得
をお薦めします。

中学生 カリキュラムコース講座一覧

学校の先取りの目標としても、検定が利
用できます。海外留学を将来的にお考え
の場合、数検は留学試験に近い内容です
ので非常に役立ちます。

数検4級

数検3級

数検準2級

英検4級

数検5級
数
検
対
策

全学年



（税抜価格）

講座難易度 回数 教材費 講座コード

  ☆☆☆ 8  回 実費 英達・中・英1

  ☆☆☆ 8  回 実費 英達・中・英2

  ☆☆☆ 8  回 実費 数優・中・数1

  ☆☆☆ 8  回 実費 数優・中・数2

（税抜価格）

講座名 講座難易度 回数 教材費 講座コード

理科まとめ   ☆☆☆ 12  回 1101円
1265円

中・理１

社会まとめ   ☆☆☆ 12  回 1101円
1265円

中・社１

英語の名人1   ☆☆ 12  回 657  円 中・英名人１

英語の名人2   ☆☆ 12  回 657  円 中・英名人２

英語読解   ☆☆ 8  回 実費 中・英読解１

中3 中学英作文   ☆☆☆ 4  回 実費 中３・英作文１

国語記述   ☆☆ 8  回 600  円 中・国記述１

中学推薦   ☆☆☆ 4  回 実費 中３・小論１

関数強化   ☆☆☆☆ 8  回 657  円 中３・関達１

証明強化   ☆☆☆☆ 8  回 657  円 中３・証達１

三関図強化   ☆☆☆☆☆ 10  回 実費 中３・数三関図１

（税抜価格）

講座難易度 回数 教材費 講座コード

  ☆☆ 12  回 900  円 中３・数総１

  ☆☆ 12  回 900  円 中３・英総１

  ☆☆ 12  回 900  円 中３・国総１

  ☆☆☆ 8  回 実費 中３・PRE数学

  ☆☆☆ 8  回 実費 中3・PRE英語

  ☆☆☆ 8  回 実費 中3・PRE国語

  ☆☆☆ 4  回 600  円 中３・PRE数学

  ☆☆☆ 4  回 600  円 中3・PRE英語

  ☆☆☆ 4  回 600  円 中3・PRE国語

  ☆☆☆ 4  回 600  円 中3・PRE理科

  ☆☆☆ 4  回 600  円 中3・PRE社会

  ☆☆☆☆☆ 4  回 実費 中３・PRE数学

  ☆☆☆☆☆ 4  回 実費 中3・PRE英語

  ☆☆☆☆☆ 4  回 実費 中3・PRE国語

ＮＥＷ  ＴＲＥＡＳＵＲＥ対策

目的と概要

それぞれの学校の過去問を4回演習し、時間配分や
適切な解答方法などを習得します。その後、通常授
業8回の中で、解説+類題演習を繰り返し、それぞれ
の学校特有の問題に慣れます。個別授業の真骨頂で
す。

まだ基本が不十分な生徒向けです。基本を全範囲総
復習します。
毎回小テストも実施し受験の基礎となる部分の定着
を図ります。

図形の証明を基本から入試レベルまで理解し強化し
ます。

難問の中心となる三平方の定理、関数、図形の強
化。

私立学校で使用される「ＮＥＷ  ＴＲＥASURE」の対策を行います。

私立学校で使用される「ＰＲＯＧＲＥＳＳ」の対策を行います。

私立学校で使用される「体系数学」の対策を行います。

私立学校で使用される「体系数学」の対策を行います。

ＰＲＯＧＲＥＳＳ対策

体系数学　代数

体系数学　幾何

国語都立　過去問特訓

理科都立　過去問特訓

英語　受験基礎

対象学年

受
験
対
策

分
野
別
対
策

私
立
学
校

中２～中３

目的と概要

目的と概要

数学私立　過去問特訓

英語私立　過去問特訓

国語私立　過去問特訓

数学　受験基礎

中１～中３

入試で点数の差がつく英作文を徹底強化します。

国語の記述力を基礎強化しつつ、まとめる力もつけ
ます。

都立、私立にか関わらず小論文を添削強化します。

一次関数の基本から２次関数の応用まで理解し強化
します。

社会都立　過去問特訓

国語独自校　過去問特訓

中２～中３

数学独自校　過去問特訓

英語独自校　過去問特訓

独自校入試の過去問を4回演習し、独自校受験時の
時間配分や適切な解答方法などを習得します。その
後、通常授業8回の中で、解説+類題演習を繰り返し
独自校で合格点をとるためのノウハウを身につけま
す。

※　回数については標準的な場合の目安です。　　※　冬期講習の教材費については変更になる場合がございます。

講座名

講座名

①は中1まで、②は中2までの文法が定着していない
生徒向け。基礎英語力の定着を図ります。
毎回、単語と文法の確認テストを実施いたします。

都立入試の過去問を4回演習し、時間配分、都立の
傾向に慣れるとともに、苦手分野を抽出します。そ
の後、通常授業6回の中で、解説+類題演習を繰り返
します。都立高校入試に焦点を絞り、都立独特の問
題に慣れ、合格得点を目指します。

入試必修スタディ（または強化と対策）を使用し、
既習範囲の総まとめをします。毎回確認テストを実
施し、基礎の定着を図ります。

中２～中３

英語都立　過去問特訓

国語　受験基礎

数学都立　過去問特訓

現時点での文法、単語力で読むことができる長文か
ら始めて、長文読解力をアップさせます。



（税抜価格）

講座難易度 回数 教材費 講座コード

  ☆☆☆ 4  回 高・英１

  ☆☆☆ 4  回 高・英２

  ☆☆☆ 4  回 高・英３

  ☆☆☆ 4  回 高・英４

  ☆☆☆ 4  回 高・英５

  ☆☆☆ 4  回 高・英６

  ☆☆☆ 4  回 高・英７

  ☆☆☆ 4  回 高・英８

  ☆ 8  回 800  円 高・英文法完１

  ☆☆☆ 16  回 実費 高・英強特１

  ☆☆☆ 8  回 実費 英達・高・長文１

  ☆☆☆☆ 10  回 実費 英達・高・長文２

  ☆☆☆ 10  回 実費 高・英作文１

（税抜価格）

講座難易度 回数 教材費 講座コード

  ☆☆☆ 6  回 高・数１

  ☆☆☆ 6  回 高・数２

  ☆☆☆ 8  回 高・数３

  ☆☆☆ 6  回 高・数４

  ☆☆☆ 6  回 高・数５

  ☆☆☆ 6  回 高・数６

  ☆☆☆ 6  回 高・数７

  ☆☆☆ 8  回 高・数８

  ☆☆☆ 8  回 高・数９

  ☆☆☆ 8  回 高・数１０

※　回数については標準的な場合の目安です。

三角関数、加法定理などの苦手を克服します。

指数関数、対数関数の苦手を克服します。

微分法、極大、極小、積分法などの苦手を克服しま
す。

平面ベクトル、空間ベクトルについての苦手を克服
します。

等差数列、等比数列、漸化式などの苦手を克服しま
す。

数列

ベクトル

微分・積分法

指数・対数関数

三角関数

順列、組合せ、確立の苦手を克服します。

整数の割り算と商の関係、ユークリッドの互除法な
どの苦手を克服します。

平面と点、円と直線、関数と領域などの苦手を克服
します。

図形と方程式

整数の性質

場合の数、確立

英作文演習

辞書を使わずに読めるレベルの長文から段階的にレ
ベルを上げていきます。センター試験レベルの英文
が「早く」「正確」に読める読解力を習得します。

センターレベルの長文から段階的にレベルを上げ
て、難関私立大学、国立大学に合格できる読解力の
習得を目指します。

個別指導でなければできない添削も含めた授業で
す。たくさんの英作文を書いて、個別に講評を受け
ることで英作文力が向上します。

2次関数 2次関数、2次方程式、2次不等式などの苦手を克服
します。

比較、仮定法の苦手を克服します。比較、仮定法

時制の一致などの話法、否定文などの特殊構文の苦
手を克服します。

話法の転換、特殊構文

講座名 目的と概要

英語語彙強化
受験生は語彙力強化が必修です。単語はターゲット
かDUOのどちらか選択。文法・語法についてはネク
ステージを使用します。

英語長文読解　センター

英語長文読解　私国立

現在分詞、過去分詞、分詞構文の苦手を克服しま
す。

関係代名詞、関係副詞、複合関係詞の苦手を克服し
ます。

接続詞、間接疑問文、句と節、文の要素の苦手を克
服します。

関係代名詞、関係副詞

接続詞、間接疑問文、句と節

不定詞、動名詞

講座名

中学レベルから文法の基礎を固めることを目標にし
ます。徹底的に演習し、疑問点に丁寧に対応してい
きます。ガッチリとした土台が完成します。

中学～高校の英語

目的と概要

時制 現在、過去、未来、完了、進行形などの時制の苦手
を克服します。

受動態、助動詞の苦手を克服します。受動態、助動詞

分詞、分詞構文

正弦定理、余弦定理などを含む三角比の苦手を克服
します。

950  円

実費

to不定詞、動名詞の苦手を克服します。

高校生以上 カリキュラムコース講座一覧

英
語

数
学
Ⅰ

数
学
Ａ

数
学
Ⅱ

数
学
B

三角比



（税抜価格）

講座難易度 回数 教材費 講座コード

  ☆☆☆☆ 6  回

  ☆☆☆ 6  回

  ☆☆☆☆ 6  回

  ☆☆☆☆ 6  回

（税抜価格）

講座難易度 回数 教材費 講座コード

  ☆☆☆ 4  回 実費 高・小論１

  ☆☆ 8  回 実費 高・古文１

  ☆☆☆☆ 8  回 実費 高・古文達１

  ☆☆☆ 12  回 540  円 高・英9

  ☆☆ 8  回 実費 高・数基ⅠＡ１

  ☆☆ 8  回 実費 高・数基ⅡＢ１

  ☆☆ 8  回 実費 高・数基ⅢＣ１

  ☆☆ 8  回 実費 高・物理克１

  ☆☆ 8  回 実費 高・化学克１

（税抜価格）

講座難易度 回数 教材費 講座コード

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・英セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・現セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・古セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・日セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・世セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・現セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・数セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・数セ２

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・物セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・化セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・生セ１

  ☆☆☆ 12  回 1000  円 高・地セ１

センター　古文

センター　日本史

センター　世界史

目的と概要

大学小論文

数学Ⅲの基本

苦手分野をたっぷり時間をかけて基本的なところか
ら理解と演習をし、確実に得意分野に切り替える
コースです。

センター　数学ⅡＢ

実費 高・数ⅢC
数学Ⅲで扱われる微分法の苦手を克服します。

数学Ⅲで扱われる積分法の苦手を克服します。

数学ⅠＡの基本

数学ⅡＢの基本

センター試験直前のため、徹底的に問題演習しま
す。時間配分や解答への発想を鍛えます。1点でも
多く得点するノウハウを習得します。過去問演習+解
説+類題演習を2回分の授業で6セット行います。
センター受験者はもちろん、２年生もこの時期にセ
ンターの問題を把握することは本格的に受験勉強を
スタートする上でオススメです。

センター　現代文

セ
ン
タ
ᶌ
受
験

数Ⅲ微分法

数Ⅲ積分法

平面上の曲線、複素数平面

数
学
Ⅲ

極限

※　回数については標準的な場合の目安です。

センター　現代社会

センター　数学ⅠＡ

目的と概要

センター　英語

講座名

センター　物理

センター　化学

センター　生物

センター　地学

分
野
別

英語文法基礎固め
高校で習う英文法について短期間で総まとめを行い
ます。2年生も冬に一度見直しを行うことで、本格
的な受験勉強の土台作りになります。

分かっていないところがある。だいぶ忘れていると
いう生徒に、重要公式、重要ポイントを、ツールと
して確実に理解し覚えることを目的としたコースで
す。完成すると強い武器になります。

物理苦手克服

化学苦手克服

大学受験で小論文を必要とする生徒は必修です。

目的と概要講座名

講座名

式と曲線、複素数平面の苦手を克服します。

古文の演習を徹底的にやり、疑問点に関して丁寧に
対応するコースです。 高レベルの完成を目指しま
す。

分からない古文が分かるようになり、自信を持って
取り組めるようになることを目標にします。セン
ター古文なら9割以上を目標とします。

解決古文

古文の基礎

合成関数と逆関数、極限などを克服します。


