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 † ８つの掟（オキテ） †  
 

これは君がこの「夏期集中学習」で、もっと勉強ができる人になり、次のステージに上がるため

の「掟（オキテ）」です。この８つを夏の間、常に意識して必ず守って下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．自分の授業のある日は、必ず受講する  

２．自ら進んで挨拶をする 

3．授業の開始５分前には席に着く  

4．疑問点はすべて解決して帰宅する  

5．やるべきことは、「素直」にすぐやる  

6．塾や家では、整理整頓をする  

7．勉強中は、「姿勢」を正す  

8．「できない」「ムリ」「めんどうくさい」という言葉から卒業する 



 

夏期集中学習を受講された方の声 
●中学３年生から通塾の男の子（滝ノ水中学出身 → 向陽高校合格） 

初めは宿題の多さにとても驚きました。ですが、「自分で勉強する」という習慣を身につ

けることができていたので、あまり焦ることはありませんでした。昨日自分では分からな

かった問題が分かるようになったときは、うれしかったです。 

 

●中学３年生から通塾の男の子（滝ノ水中学出身 → 昭和高校合格） 

私はこの夏期集中学習でたくさんのことが変化して、自分でやっと三年生になったことを自覚し

た瞬間でもあった。 夏期集中学習前、私はあまり勉強をせずテレビなどを見たり、楽な道にどんど

んと行っていた。しかし、いざ夏期集中学習が始まると、やっと自分も火がついた瞬間だった。そ

して、この集中学習が始まると同時に毎日のようにグリーンセミナーに自習に行くようになり、い

つもの三倍近く勉強がはかどり、だんだんと高校入試の準備をやっていた。そして、この夏期集中

学習の最終日、今自分の心や頭には、たくさんの変化があったせいか、集中力も高まり、問題を読

んだら、すぐ答えが出てくるようになったし、二学期の実力テストの準備もできて、三年生の二学

期のテストでは自分の目標点がとれるように、これからもこの夏期集中学習で学んだことをしっか

りと継続していきたいと思いました。 
 

●中学３年生から通塾の男の子（鳴子台中学出身 → 天白高校合格） 

全県模試で、偏差値が５教科合計で１０アップした!!メッチャうれしいッス。 

夏休みに、１００時間頑張って成果があった!!  

 

●中学２年生から通塾の男の子（滝ノ水中学出身 → 桜台高校合格） 

私は夏期集中学習に参加して、時間の使い方が変化した。家にいると、テレビ、マン

ガなどに気をとられて遊んでしまうからだ。塾は私にとって集中でき、落ち着いて勉強

の出来る最高の場である。なので、塾に行き勉強した。  

集中学習では、各教科の１年間の総復習をした。忘れていた所もあったが、そこをも

う一度学習することで理解し直し知識を深めた。また、私は考え方でも得たことがある。基本的な

こと、土台となることをしっかりとしていくことで正確性が出てきた。これは勉強面でも、普段の

生活面でも当てはまると感じている。この土台をこれからも大切にしていこうと思う。  

集中学習は色々なことを感じ、知識がついた。また、この知識は両親が私を支えてくれたからであ

り、集中学習の費用を払ってくれたからである。また、毎月の授業料を払ってくれている。本当に感

謝だ。なので、私はこの感謝を定期テストで良い点数をとることで表して、両親・塾の先生方にこれ

からも感謝していく。 
 

●中学２年生から通塾の女の子（滝ノ水中学出身 → 昭和高校合格） 

私はこの集中学習で、家庭での勉強時間が増えた。前は一時間も続かなかったのが

最低二時間は机に向かえるようになった。これは、少しだが「進歩」したと言える。  

それに、この集中学習を受けたことで、私は勉強方法が分かった。どうしたら自分

のためになる勉強ができるのかが疑問だった。けれども、グリーンセミナーに来てか

ら、素直にできる自分になることができた。やはり、この塾に来れて幸せだ。私が幸せになれたの

はやはり、親がいてくれてのことだ。私は今親に感謝している。というより「できている。」と言

ったほうが良いだろう。  

やはり私は、この塾に入って、自分を変化させることができた。けれども、これからもっと自分を

進化させていきたい。そのためにはもっと素直になり、もっといろいろな事を経験することが重要だ。

私は絶対に諦めたくない。自分の夢を叶えたい。だからこそ、小さなことから始めていこう。 

 

●中学２年生から通塾の女の子（滝ノ水中学出身 → 名古屋南高校合格） 

この塾の先生方は、とても丁寧に教えて下さいました。そのおかげで、英語の２学期のテストの成

績が２倍くらい良くなりました。 



 

 中学３年生にとって、この夏休みをいかに過ごすかによって、受験の結果は大きく分かれます。ま

た、中学１・２年生にとって、この夏の頑張り次第では、学力の「パワーアップ」を達成することが

できます。そして、夏休みは勉強をスタートする一番いい時期です!! 

 

中学３年生 夏を制するものは受験を制す！ 
 

高校受験まで、あと７ヶ月です。この７ヶ月を、あなたはどのように考えていますか？ 

「まだまだ半年ある」って思いますか？それとも「えっ、もうそれだけしか残っ

てないの」と思いましたか？ 

早く受験勉強を始めないと… 
 

そこで、まずこの夏休みにしておかなければならないこと。それは…中１・２年の復習です！ 

 
 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

  

 

・1、2 年の内容 ・3 年 1 学期の復習 ・応用問題 ・公立対策 

・基本の確認、復習  ・2 学期のテスト対策   ・私立対策 

 
上の図のように、受験に向けて今後のスケジュールは決まっています。 

そのため、中１・２の総復習ができる時間は夏休みしかありません。 

単純ですが、部活動に向けていた時間を、まず自分の弱点を乗り越えていく勉強時間に向けましょう。

これからが本番です。焦らずに、じっくり行きましょう。 

そんな夏休みに、グリーンセミナーの夏期集中学習を受けて「数学が飛躍的に伸びて、全県模試の

偏差値が10上がった」ある男の子の話をします。彼が、弱点克服のためにした３つのことは、 

 
 

 

 

 

特に、②その日のうちに、同じ単元の「演習問題」を必ず解く…これが、大大大ポイントでした。

人間の記憶は、24 時間経つと「75％忘れる」と言われています（エビングハウスの忘却曲線）。つま

り、忘れる前にもういちど問題をやって定着させたのです。夏の終わりに全県模試を受け、その結果、

偏差値が 10 上がっていました。 

 

 あなたもこの夏、目標に掲げたことを必ず 1 つはやりとげましょう。今日、「1」身についても、1

日おくとそれは「0.1」になっています。毎日つづけると、「1」→「2」→「4」→「8」…というペー

スで、成果が出てくることもあります。すぐ目に見える成果が出なくても心配なし！毎日の努力の積

み重ねがすべてです！ 

 

①毎日、数学の教科書を中１～３まで解き、わからないところを質問する 

②その日のうちに、同じ単元の演習問題を必ず解く 

③必ずまちがい直しをして、基本のみを中心に進める 
 

２学期に成績を飛躍的に上げるには、 

夏休みにどういう勉強をすればいいの？ 
 



中学２年生  ２学期からの急成長！  
 

成績が上向きになってきていますか？ 

なっていないなら、それは一大事です。中学２年生からは… 

成績が上がっていかないと要注意なのです。 

 

中１のときは、いかに成績を下げないようにするかが勝負でした。どんどん多く

なる学習量に追いつくため、また部活動との両立に必死になっていたはずです。 

 

でも、中２になると学習量は安定します。そのため、勉強すれば必ず成績は上がっていくはずです。

成績が上向きになっていないのは、学習する時間が一定ではなく、毎回の反省と工夫が、うまくでき

ていないからではないでしょうか？  

 

この夏休みは、しっかり時間を取って勉強もしておけば、２学期以降の大幅な成績向上は望めます。

運動でも、勉強でも、まったくしない時間が長いと、次に始めるときのハンディは比例して大きくな

ります。（塾に通っている人は、この夏休みからが高校受験勉強スタートです。） 

 

勉強は3ヶ月やり続けないと、効果は出ない！ 
 

★英語 少しずつでもいいので、毎日忘れかけた単語を覚え直し、英文法を確認しましょう。教科書

の本文を覚え直し、300～500語ぐらいの長文をたくさん読むことです。中2までに、中学3年間で学ぶ

1300語うちの約2/3の約1000語を学びます。 

 

★受験で差がつく数学は、教科書の問題をすべて解き直すと実力が最短でアップします♪上を目指す

人は、応用問題に取り組み、じっくり考える練習をしていきましょう。 

 

★理科は単元ごとに独立しているので、ポイントが絵でまとめてある塾ワークをまるまる写して集中

的に覚えれば成績が上がります。 

 

★１番厄介なのは、社会です。地理と歴史の授業が交互にあり、頭の中で整理ができません。ぜひ、

この夏に取り組むといいのは、歴史では年表作りと重要語句ノート作りです。

教科書に載っている日本と世界の歴史の年表を、自分で作ってみること。(先取りでもOK)年号と出来

事の流れを追って覚えることが大事です。そして、言葉の意味を理解しておきましょう。地理は、そ

のまま１枚の紙にまとめるのが１番オススメです。 

 

まずは勉強する時間を「１日３時間」確保すること！ 

 

部活動に流されて、「今日は疲れたから、また明日…」とならないように、コツコツ取り組むと 

２学期に急成長が望めます。 

 

 

 



中学１年生  「いかに成績を下げないか？」がコツ 
 

中２男子：「最近、数学が難しくなってきた」 

中２女子：「去年習って苦手だったところが、また出てる～」 

中３男子：「あぁ～あ、中１のときにもっと勉強しておけばよかったな…」 

 

今の中２や中３や卒塾した先輩たちが、よくこのように言います。 

 

勉強量の不足は、後になってからわかるのです！ 
 

２学期から、筋道を立てて論理的に勉強する習慣を身につけた人と、つけていない人との差が出て

きます。完全に二極化します。７０～８０点台の人たちと、３０～４０点台の人たちです。 
 

            ＜きちんと勉強した人＞ 

    夏休み前の学力          ７０～９０点台のグループ 

８０点                    

         夏休みが          学力の二極化  

         分かれ道              

３０～５０点台のグループ 

  ＜勉強しなかった人＞ 

１学期       ２学期 

 

あなたは、どちらのグループにいたいですか？ 

 

１学期に習った内容を復習して、完全理解・定着を目指します。そして、その範囲で公立高校の入

試問題を解けるレベルまでUPさせることが目標です。習ったら、完全にその学期のうちに100％マス

ターすることです。この夏休みが、分かれ道となります！ 

 

 だからこそ、「怖い」のです。２学期からは部活動が大変になり、勉強内容も難しくなっていくので、

中１のうちは、「いかに１学期でとった成績を維持するか？」がポイントとなります。知らないうち

に、ドンドン「わからない」ところが増えて、知らないうちに成績が下がっていくのです。その差が

つくのが、この「夏休み」からです。 

 

１日 ２時間 勉強する環境をつくること！ 
 

この小さな習慣が、大きく成績に影響してきます。 

２学期からは、中学校に慣れたことを前提に、授業は１学期の学習不足を取り戻すため、スピードア

ップします。 

中３で英語と数学が苦手になった最大の原因のNo.1は、「中１の２学期から英語と数学がわからな

くなったから」。学習量も多くなり、スピードも早くなります。英語は「英文法」を、数学は「文字式・

方程式」を習得しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

中学校の平均

点も、内容が

難しくなるの

で、ドンドン

下がっていき

ます。３学期

には、平均 50

点にまでなる

ことがありま

す。 



2020年 中学 3年生 夏期集中学習 
 

英語 “フレーズ・リーディング”で長文が読めて感動！！ 

 
入試では、毎年必ず長文が２題は出題されています。その長文の中に、穴埋め問題や空所補充問題

が組み込まれています。１問は中学校で習う４ページ分。１分で150語を読むために、英文法から読み

解く【フレーズ・リーディング速読法】を学習します。英文を/１つの/意味の/まとまりごとに/区切

り/前から/読み解く/学習法です(←こんな感じです) 

大学入試でも使えます。高校生になってからも、グングン成績が伸びている生徒が続出しています。 

 

数学 入試問題を、パターンごとにクリアして自信をつける 

 
高校入試の８０％は、中３の１学期までに習った範囲から出題されることを知っていますか？そし

て、愛知県の入試問題は、毎年同じパターンで出題されています。 

計算：応用＝６０％：４０％です。 

できるところは確実に、できないところはできるようにして、合格ラインをクリアできるようにこの

夏で仕上げましょう。 

習った知識をどのように組み合わせて解くのかという考え方を身につけます。 

 

国語 論理的に考え、読解力を高める！ 

 
「国語の入試問題で、20点満点で13点だったのが、18点になって合格した!!!」 

昨年取り組んだ生徒が、１人だけじゃなく、５人も実際に本番の入試問題（過去問）で５点以上点

数が上がりました。 

最近の入試傾向として、数学・理科・社会では、問題文が難しく長文化してきています。問題文を“論

理的に”読み解くことができずに、点数を落とす人が多いです。国語の答えも、必ず１つになるよう

に作られています。 

それらは、すべて「論理」で説明できます。問題の内容を正しくつかむためにも、論理力を高め「な

ぜそうなるのか？」が説明できるようになれば、読解力が高まります。 

 

理科・社会 理科の計算と、社会の記述を得意にする 

 
理科では、計算問題に集中し、中１～３で習う問題に取り組みます。 

しかし、難しいわけではありません。 

小学生で習った「単位量あたりの大きさ（速さ）」と「比と比例式」の２つの知識を使うだけです。 

とてもシンプルに学べます。 

 
 

 

 

 

 



中3 ５教科 学力別 個別指導 
 

★夏期集中学習では、中１～２の弱点対策と公立高校入試問題に挑戦します。（入試対策） 

★夏期集中学習の自習室はありません。 

次の３つのコースの中から、お選び下さい。 

★各中学校の出校日の日は午後 1：00 から開始します。振替あり。 

★欠席の場合は、振替を行います。 

 

申込み方法 

・グリーンセミナー本部（鹿山校） 0120-37-6733 へお電話下さい。 

面談の日時を決めさせて頂きます。 申込み締切日 ７月 13日（月） 

支払方法 
・日程のお知らせと共に、ゆうちょ銀行の振込用紙をご自宅へ送付致します。 

・現金でのお支払いをご希望の方は、集金袋をお渡しします。              

全県模試 
鹿山校は８/３０(日)、姥子山校は８/２９(土)実施予定です。受験料は 3,700円(税込)です。 

受験を希望される方は、面談時にお申込み下さい。お申込みの締切日は８月５日（水）です。 

 ※締切後のキャンセルは返金出来ませんのでご注意ください。 

※振替は実施しません。自宅受験になります。 

 

★9０時間コース 
 

夏期集中 7/21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 8/3 4 5 6 7  

午前 10:00～12:00 英語・数学・国語・理科・社会 問題演習+個別解説  

（中１～３ の総復習） 

   問題演習終了後 発展問題・類題演習を行います。  

 

午後 1:00～ 3:00  

午後 3:30～ 5:30  

◆５教科指導で、じっくり納得できるまで、くり返し質問ができます。第１志望の公立高校に合格した先輩たちは、 

90時間頑張り、２学期には平均して偏差値５や内申３～５ＵＰしています♪また実際の入試問題にも挑戦します。 

 

◆７０時間コース 
 

夏期集中 7/21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 8/3 4 5 6 7  

午前 10:00～12:00 英語・数学・国語・理科・社会 問題演習+個別解説  

（中１～３ の総復習） 

 

午後 1:00～ 3:00  

午後 3:30～ 5:30 7/25 まで講習あり   

◆基礎基本を押さえるスタンダード・レベル。公立高校への合格を確実にしたい人は、弱点対策を中心とした 

【豊富な演習】が効果的です。英語・数学・国語はこの夏休みに完成させましょう♪ 

 

●５０時間コース 
 

夏期集中 7/21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 8/3 4 5 6 7  

午前 10:00～12:00 英語・数学・国語 問題演習+個別解説（中１～３ の総習）  

午後 1:00～ 3:00 7/31 まで講習あり   

◆英語・数学・国語の３教科に集中。学習する教科を絞ることで、入試合格への突破口を開きます。 

朝の学習は、夜の学習の1.5～2倍の効果があります。涼しい午前中から集中しよう!! 

 

受講料 90,000 円(税別) 

 受講料 77,000 円(税別) 
 

 受講料 60,000 円(税別) 
 



20２０年 中学２年生 夏期集中学習 

中学２年生は、「学問の基礎を積み上げる」学年です。 

公立高校の出題範囲は、 ２年生までの内容で約８０％です！ 
この夏休みから、塾に通っている人のおよそ４人に１人が、高校入試対策を始めます。 
 

数学 中２の1～2学期につまずく単元は、「連立方程式」「一次関数」「図形の証明」です。この３

つの単元は、愛知県の公立高校の入試問題で、毎年必ず１問ずつ出題されています！学校の問題集や

小テストの計算問題は基礎問題です。中学校のテストや高校入試では、すべてがミックスされて出題

されます。特に、文章問題の苦手な方にとって、つまずくのは「応用問題＝文章題」

であると考えています。しかし、何も難しいことはありません。１問ずつパターンと

して覚えればよいのです。 

もちろん、様々なパターンがありますが、多くても限りがあります。 

くり返し基本パターンの問題を解くことで必ずできるようになります。 

特に、料金、２桁の数、食塩水、割合、速さ・時間・距離の問題など、連立方程式の

応用の単元は、みんな苦手です。理解するのが難しいからです。ここでつまずかないように、この夏

に得意分野にしましょう！ 

英語 英文法の復習を徹底して行います。 

文章読解でつまずく原因は、「文法」です。中学校の教科書では、会話表現が多くなって、入試の

25％はリスニングが導入されていますが、入試において、75％はやはり書くことです。 

主語と述語をパッと見て判別し、英文の構造(構文)が読み取れる力をしっかりと身につけることです。

2年生の重要構文は200あります。その構文を理解して、その後に英単語を英文の中で覚えることです。 

国語 愛知県の公立高校の入試問題は、長文化傾向にあります。問題を正確に読み取れず、×にな

ってしまうことがよくあります。 

読解力は、一度身につけば一生使えます。国語の答えは、必ず１つになるように、筋道を立てて答え

を導くように作られています。それを読み解くのが読解力＝論理力であり、論理力を体系立てて学ぶ

事が大切です。国語は全ての教科の土台です。国文法は本当に覚えているかどうか、何を覚えていれ

ばよいのかを、実際に問題を解き、力をつけます。特に、動詞・形容詞・形容動詞の活用は必出です!! 

理科 地震波の速さ、化学式、酸化や還元の化学反応式、電流など、公立高校の入試問題に毎年

必出の単元を２年生で習います。 

オームの法則の計算や電流による磁界の向きなど、計算問題は習ったときに出来るようにしておきま

しょう。 

公立高校の入試問題が長文になり、選択肢が４択ではなく６～８択のように選択肢の数も変わって

きており、正確な知識が必要です。 

この夏休みが復習に最適な時期です。重要語句を覚えるだけでなく、作図・グラフの読み取り、短文

説明などの問題形式に慣れておきましょう。 

社会【歴史】指導要領が変わったため、日本史を中心に、世界史も多く出題されるようになります。 

各時代の重要語句や人物を中心に、資料による時代の判断や、出来事の並べ替え(歴史の流れ)など、

文脈から読み取る問題が多くなってきています。 

また、年表や写真・資料などから読み取る問題が出され、短文記述も毎年１問入試に出されています。 

【地理】日本地理・世界地理ともに、入試で1/3出題されています。例えば、日本全国を８つの地域に

分け、全て出題されます。中学３年生では地理は学習しないので、この２年生で仕上げなければなり

ません。地図・統計・雨温図・グラフなどを利用し、各都道府県や世界各地の気候や産業が中心に出

題されています。また、地形図の読み取りや作図などにも注意が必要です。 
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日 程 
・ 

教 科 日       程 時間帯 

英 語 

数 学 

国 語 

理 科 

社 会 

７月２１日(火)～２５日(土) 

７月２７日(月)～３１日(金) 

8月３日(月)～７日(金)  

①10：00～12：00 

②1３：00～1５：00 

③1５：30～1７：30 

 

※ 各日程に対し①～③の時間帯からお選び下さい。 

※ 1教科を 2時間×5日間で行います。(計 10時間) 

（欠席時は、上記日程の中で他の日時に振替が出来ます。土・日曜日は除く） 

※夏期集中学習中の自習室はありません。 

 

受講料 

受講料（税別） 

1 教科   12,500 円 

2 教科   23,500 円 

3 教科   34,500 円 

4 教科   45,000 円 

5 教科   55,000 円 

・受講料には、教材費を含みます。 

申込み方法 

・グリーンセミナー本部（鹿山校） 0120-37-6733 へお電話下さい。 

面談の日時を決めさせて頂きます。 申込み締切日 ７月 13日（月） 

支払方法 
・日程のお知らせと共に、ゆうちょ銀行の振込用紙をご自宅へ送付致します。 

・現金でのお支払いをご希望の方は、集金袋をお渡しします。              

全県模試 
８/２９(土)各校舎実施予定です。受験料は 3,700円(税込)です。 

受験を希望される方は、面談時にお申込み下さい。お申込みの締切日は８月５日（水）です。 

 ※締切後のキャンセルは返金出来ませんのでご注意ください。 

※振替は実施しません。自宅受験になります。 

 

夏期集中学習中も通常授業を行なっています。無料体験を希望される方は、お気軽にご相談下さい。 

  

★ご不明な点がありましたら本部までお問い合わせ下さい。 

本部 0120 － 37 － 6733   

受付時間 平日(月～金) 11時～20時 

祝日 13時～18時 

 



20２０年 中学1年生 夏期集中学習 

中学１年生は、「学問の基礎を作る」学年です。 

数学 ２学期の文字式と一次方程式でつまずく人が多くいます。今まで具体的な

ものの数を学ぶ「算数」でしたが、中学生から「数学」という学問に変わり、抽象的なアルファベッ

トの文字を使い始めます。一つひとつは簡単に見えますが、最後にはミックスされて出題されます。

難しいことを小さくバラバラにすれば、簡単に理解できます！ 

文章問題の苦手な人にとって、つまずくのは「応用問題＝文章題」です。しかし、何も難しいこと

はありません。１問ずつパターンとして覚えればよいのです。多少問題は応用されますが、くり返し

基礎基本のパターン問題を解くことで必ずできるようになります。くり返す時のコツは、1日後、１

週間後、1ヶ月後がベストです。ここでつまずかないように、完全マスターを目指し、夏期集中学習で

得意分野にしましょう！ 

英語 学習した英文法の完全理解を目標とします。 

「学校では教科書を読むだけ。それなのに、テストでは書く問題ばかり…」 

「単語が書けなかった･･･」「こんなに難しいとは思わなかった」 

「見たことのある問題だったけど、どう解けばいいかわからなかった」 

中１の英語でつまずくNo.１とNo.2の原因は、「英文法」「単語力」です。 

 

中学校の教科書では、会話表現が多くなってきました。覚える単語も、中学3年間で学ぶ1300語の中

で、中1ではその約半分の約600語を学びます。(中2で約400語、中3で約300語) 

ここで差がつくと、その上の学年でも取り戻すのが大変になります。 

英文法では、be動詞と一般動詞の違い、１番厄介な三単現の-sについて、肯定文・疑問文・否定文の

３セットをそれぞれ指導します。 

 

国語 「国語って、どうやって勉強するの？」その答えは、①漢字 ②読解 ③国

文法です。漢字は、読み・書き・意味を夏休み中に覚えて、漢検にチャレンジしてみ

よう。目標は、漢検３級（中学卒業レベル）です。 

読解力は、本来、読書を通じて身につけるのが理想です。しかし、それでは時間がか

かってしまいます。そこで、限られた文章の中から、答えを正しく導き出す「１６の

公式」があります。国語の答えは、必ず１つになるように、筋道を立てて答えを導くように作られて

います。国語がすべての教科の土台です。 

国文法は、自分の意見を相手に正しく伝えるために、言葉を並べるルールです。主語（だれが）と述

語（どうする・どんな・何だ）を押さえよう! 

理科 植物の生活と種類については、暗記単元です。実験の手順や道具など、理科の勉強は「どこ」

に気を付けて、「なに」を覚えればいいのかを押さえ、「なぜ」重要なのかを知っておくことで、点数

に差がつきます。 

また、光の反射・音の伝わり方・力の性質など、計算や作図が必要な単元では、計算やグラフの読

み取りなど数学的な知識が必要になります。 

もちろん、高校入試にも必出で、学校の定期テストでも、点数に差がつきます。 

小学生で習った「単位量あたりの大きさ（速さ）」と「比と比例式」の２つができれば大丈夫です。 

社会 【歴史】教科書を使った流れをつかむ正しい勉強法、重要語句をなかなか覚えられない方に

は３色マーカーを使った教科書の重要語句の線の引き方、重要語句の１語１語の「語句ノート」の作

り方を指導します。 

【地理】時差の計算、テストでよく出る国名や都道府県名など、ただ覚えればいいのではなく、効率

を意識して取り組むと、たくさんあるように見えて実はそれほど多くはありません。 

記述問題や作図問題・学習した単元で、公立高校の入試問題として出されるレベルに挑戦します。 
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日 程 
・ 

教 科 日       程 時間帯 

英 語 

数 学 

国 語 

理 科 

社 会 

７月２１日(火)～２５日(土) 

７月２７日(月)～３１日(金) 

８月３日(月)～７日(金)  

①10：00～12：00 

②1３：00～15：00 

③15：30～17：30 

 

※ 各日程に対し①～③の時間帯からお選び下さい。 

※ 1教科を 2時間×5日間で行います。(計 10時間) 

（欠席時は、上記日程の中で他の日時に振替が出来ます。土・日曜日は除く） 

※夏期集中学習中の自習室はありません。 

 

受講料 

 受講料（税別） 

1 教科   12,500 円 

2 教科   23,500 円 

3 教科   34,500 円 

4 教科   45,000 円 

5 教科   55,000 円 

・受講料には、教材費を含みます。 

申込み方法 

・グリーンセミナー本部（鹿山校） 0120-37-6733 へお電話下さい。 

面談の日時を決めさせて頂きます。 申込み締切日 ７月 13日（月） 

支払方法 
・日程のお知らせと共に、ゆうちょ銀行の振込用紙をご自宅へ送付致します。 

・現金でのお支払いをご希望の方は、集金袋をお渡しします。              

全県模試 
８/２９(土)各校舎実施予定です。受験料は 3,700円(税込)です。 

受験を希望される方は、面談時にお申込み下さい。お申込みの締切日は８月５日（水）です。 

 ※締切後のキャンセルは返金出来ませんのでご注意ください。 

※振替は実施しません。自宅受験になります。 

 

夏期集中学習中も通常授業を行なっています。無料体験を希望される方は、お気軽にご相談下さい。 

  

★ご不明な点がありましたら本部までお問い合わせ下さい。 

 

本部 0120 － 37 － 6733   

受付時間 平日(月～金) 11時～20時 

祝日 13時～18時 



  受講の流れ 
 
 

グリーンセミナー本部（下記）へお電話下さい。 

ご相談・ご質問など、お気軽にどうぞ。 

↓   

各校舎にて面談【夏期集中学習】をします。（内容の説明・確認・問題集の選定） 

※お支払い方法をお選び下さい。 

     ↓ 

【夏期集中学習】の受講料をお支払い下さい。（これで申し込み完了です）      

↓ 
７月２１日（火） 【夏期集中学習】スタート 

 

８月７日(金) 【夏期集中学習】終了 
※【夏期集中学習】の学習報告書は、ご自宅へ送付させて頂きます。 

 

8月２９日(土) 姥子山校 中1～３ 全県模試受験予定 

            鹿山校 中1・２ 全県模試受験予定 

8月３０日(日) 鹿山校 中3 全県模試受験予定 
※全県模試の結果は、１０月に送付する書類に同封します。 

 

☆通常授業の無料体験をご希望の方は、ご連絡下さい☆ 

 

 

※ご質問や不明な点などありましたら、下記までご連絡下さい。 

 

       グリーンセミナー鹿山校 

 グリーンセミナー個別館    
本部 0120-37-6733 

受付時間 平日(月～金) 11時～20時 

祝日 13時～18時 

【夏期集中学習】後に入塾された方へ3大特典 

①入塾金 半額 

通常16,500円の入塾金が、半額の8,250円（税込）となります。 

②教材1冊 無料 

③図書カード プレゼント 
8月31日までに体験の申し込みをされた先着10名限定 


