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グリーンセミナー個別館 姥子山校 
 

志望校別【中 3 冬期集中学習】 
この冬に行う【冬期集中学習】は、あなたの志望校(国立・公立・

私立高校)に合わせて、徹底して対策を行ないます。 
 

なぜ、「冬期講習」と言わないのか？それは、授業をしないからです。授業をしないといっても、

教えないわけではありません。今さら知っている内容を一斉指導で、何度もくり返し聞くよりも、

自分で問題を解き、わからないところを「できる」ようにすることに時間をかけるべきだからです。

そのため、演習と質問・解説を中心に取り組みます。 

 中学 3 年生のコースは、3 つです。【冬期集中学習】の最高コースでは、朝の 10 時から夕方の 6

時まで学習します。家では、食事と宿題をして、お風呂に入って寝るだけです。学習だけに“没頭”

するのです。長い人生、そんな時期があっても決してムダにはなりません。冬休みを頑張りぬいた

後、その頑張りは自信に変わります。 

 

 最初は、まとめの問題集『マイペース』『新研究』等をラストまで仕上げて頂きます。(過去問へ

のステップアップとなります。) その後、入試過去問 1 年分 5 教科を毎日取り組みます。それから、

すぐに弱点対策をします。 

お正月休みの間も、課題があります。このやり方を継続して下さい。私立高校の過去問 1 冊を終

えていることが課題です。 

1 月には、学年末テストの対策も行います。 

 

【冬期集中学習】を、①「70 時間コース(国・公立高校志望者向け)」②「55 時間コース(私立高校

専願者向け)」③「40 時間コース(過去問対策)」の 3 つに分け、それぞれ①84,000 円 ②71,500 円 

③56,000 円で塾外生価格としてご案内させて頂きます。( 税別の価格です。) 

以上、趣旨をご理解の上、【冬期集中学習】の受講をお願いします。 

 

 

中学 3 年生の①70 時間コースは 12 月 5 日（土）午前 10 時から、②55 時間コース・③40 時間

コースは 12 月 5 日（土）午後 1 時から、グリーンセミナー個別館 姥子山校にて始まります。 

【冬期集中学習】各コースの開始・終了時間が違いますので、ご注意下さい。 

 

まず、『マイペース』『新研究』などの残り(入試にチャレンジなどの付属単元)をすべて仕上げます。 

私立高校や公立高校の過去問に向けてのステップアップとなります。 
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受験まであと３ヶ月。第１志望校に“失敗しない”勉強法とは！？ 
 

受験生が不合格になる理由は、大きく分けて２つあります。 

①勉強時間が足りない  ②勉強法を間違えている 
正しい勉強法を学んで、必要な量の勉強をすれば合格を掴むことができます。 

 

では、「どうすればこの２つの壁を越えることができるのか？」今まで400人以上の受験生を指

導してきました。その中で気づいたことがあります。それは… 

１人で孤独に勉強している人は最後に行き詰まるという事実。 
最初は「１人でも大丈夫」という感じで勉強していく→だんだんと辛くなる→孤独感を感じる→

努力することができなくなってくる→自分にも厳しくなれない→勉強時間は減っていく→エネル

ギーもなくなっていく…。こういう受験生をたくさん見てきました。その人自身は、やる気がない

わけではないのです。やる気はあるし、夢もある。頑張りたいという気持ちもある。でも、１人で

頑張ろうとしているから、苦しくなってくるのです。 

 

１人で頑張っていては、自分の本当の力も発揮されません。私たちはお互いが支え合い、励まし

合うことで人は思う以上の力を発揮することができるのです。 

 

例えば、世界中に自分一人だったら、生きていく意味を感じることができ

るでしょうか。努力しようと思うでしょうか。私たちは、周りと支え合いな

がら生きているのです。人に支えられているということ、人を支えていると

いうこと、それらが究極のやる気につながります。受験においても、お互い

に競争はしますが、その競争によって、お互いを高め合っているのです。仲

間の存在が自分を助け、自分の存在が仲間を助けるのです。 

同じような目標に向かっていく仲間、支えてくれる人、そういう人がやは

り必要なのです。これが勉強時間を増やす１つ目のコツです。 

 

もう１つ、勉強量を増やすという点において大事なのは、勉強せざるを得ない環境に身を置くこ

とです。人はどうしても、自分だけで勉強していると甘えが出ます。「まあ、このくらいでいいだ

ろう…」と言って、たいして勉強を進めることができなくなったりするのです。これは人間であれ

ば誰もが持っている習性で努力ではどうこうするのはなかなか難しいのです。 

 

自分で自分をコントロールするのではなく学習する環境を上手に利用して、環境にコントロール

してもらうのです。 

ＴＶ・ゲーム・漫画・ＳＮＳ・音楽などの誘惑を断ち 

集中して勉強せざるを得ない環境に身を置く!! 
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授業中はある程度みんな静かに勉強していたりします。それは勉強せざるを得ない環境に身を置

いているからです。ただ、「授業」というシステムそれ自体のみに依存してしまうと成績は上がり

ませんから、「授業」という環境で自分をコントロールすることは得策であるとは言えません。 

 

勉強せざるを得ない環境に身をおくことができ、そしてそれが勉強法的に考えても効率的だと言

えるものであれば、最強だということです。つまり、同じ思いを持った最高の仲間と、勉強せざる

を得ない効率を追求した環境に身をおいて勉強すること。これこそが、第１志望校に合格するため

の学習環境システムになります。そんな最適な学習環境をグリーンセミナーがこの講座で提供しま

す。 

 

  【冬期集中学習】を行う目的は？  
 

志望校に合格するため、その前段階としての準備です。次の 5 つが主な目的です。 

①一人ひとりの志望する高校によって、合格ラインが異なります。その対策を指導します。 

②現時点の力で、志望校の合格点を取れる問題の取捨選択と解き方を習得します。 

③入試過去問を 5 年分挑戦し、入試傾向を把握し、入試問題の解き方をマスターします。 

④合格点をより確実に取るために、今後、合格に必要な最低限度の弱点の原因を発見し、間違えた

問題で、合格に絶対に必要な単元を復習するやり方を指導します。 

⑤午前 10～午後 6 時まで(昼休み 1 時間含む)本番と同じような状況で学習して、   

高校入試の本番に向けて、集中力・持続力・精神力を鍛え伸ばします。 

 

 

 どのように受ければ、効果があるのか？  
  

12 月 25 日までは個別に質疑応答します。26 日からの 1 日のスケジュール(例)は次の通りです。 

午前 午前 10 時～志望校の過去問を 1 年分(5 教科)解きます。 

   公立高校の入試の順番と同じく、①国語→②数学→③社会→④理科→⑤英語で行います。 

   1 教科 30 分×5 教科＝150 分＝約 2.5 時間  

（55 時間、40 時間コースの方は、午後１時から 3 教科を解き、残りの時間は質問・解説) 

                    ↓ 

お昼休憩 午後 12 時～1 時 

お弁当を持ってきても結構ですし、帰宅して食事を取ってきても OK！ 

     休憩中の飲み物(お茶・水)は可。 

                    ↓ 

午後 ①テスト終了後に、すぐに採点をして、教科ごとに目標合格点と比較分析します。 

    →まちがえた問題を○(ケアレスミス)・△(合格に必要)・×(捨てる)に分けます。 

   ②合格に必要な単元・問題を指定します。合格ラインを超えた難しい問題(×)は解かずに切

り捨てて、その時間を他の問題を解く時間に当てるよう個別に指導します。 

③今日のテストの受け方・時間配分の反省と、次の日のテストの受け方を指導します。 
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④教科ごとに解説を読み、ミスで落とした問題(○)を解説なしで、自分でやり直します。 

   ⑤得点すべき問題(△)の解説を講師が行い、同様の問題が出たら解けるようにします。 

   ⑥自宅で、間違えた単元を含むすべての問題集(教科書・学校や塾の問題集)を解き直す。 

 

※【冬期集中学習】を受けた日は、復習を行って下さい。この復習が 1 番大事です。 

自宅での勉強は、間違えた問題の単元をすべてやり直すことです。 

教科書や資料集、学校の問題集・テストなどを使って、解き直して下さい。 

 

【冬期集中学習】を受けたら、どうなるのか？ 
 

 「第 1 志望校に合格させる!! 」という意気込みで、厳しく丁寧に指導いたします!! 

★第 1 志望校への合格率は 86％です。(2019 年度の実績) 

①高校入試の傾向と対策がわかり、確実に短期間で得点を上げることができます。 

②受験勉強のやり方と合格ラインを知り、無駄なく弱点となる単元を減らせます。 

③学年末テストの過去の傾向を知り、準備と対策ができます。 

④目標に向かう仲間のエネルギーが刺激となり、1 人で学習するより 120％効率がアップします。 

⑤本番のテスト感覚が身につき、緊張せずにテストで実力が発揮できるようになります。 

 

 

なぜ、グリーンセミナーの受験指導なのか？ 
  

高校入試であなたの実力を 100％発揮するには、次の点が重要なポイントになります。 

●公立高校対策：やさしい問題から積み上げて、志望校の合格点をクリアする練習をすること。 

●私立高校対策：学校別の問題なので、その入試傾向と合格点に沿った勉強をすること。 

●過去問対策：過去問で合格ラインを超えられるように勉強を絞り込んで行うこと。 

 

 志望校の入試傾向の分析や合格ラインは、高校受験を専門としている塾でないとわかりません。 

あなたの現在の学力を比較分析することで、一人ひとりの受験勉強の課題が明確になります。 

 

 今までは、定期テスト対策をメインとして、共通する知識を習得するために、勉強を行ってきま

した。しかし、この 12 月から来年 3 月の受験までの期間は一人ひとりの志望校に合わせた 

個別の受験指導が必要です。 

 

あなたが志望校に合格して、最高の笑顔で報告をしてくれる日を

楽しみにしています♪  
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【中３冬期集中学習】実施要綱  

目 的 受験校の入試傾向を把握し、入試傾向に沿った問題の解き方を習得し、合格点を突破!! 

コース  ①「70 時間コース」→国公立高校志望者向け  

②「55 時間コース」 →私立高校専願者向け  

    ③「40 時間コース」 →過去問対策のみ 

内 容 (1) 国公私立高校 過去問対策 → 過去問の合格ライン・学習法・間違い直し・解説 

(2) 学年末テスト対策(5 教科) → 過去問(5 教科分)・弱点対策 

期 間 次の日程のすべてを行います。 

※「70 時間コース」は①、「55 時間コース」は②、「40 時間コース」は③と表記します。 

月（MON） 火（TUE） 水（WED） 木（THU） 金（FRI） 土（SAT） 日（SUN） 

  12 月 1 日 2 3 4 5 6 

     ①10:00～6:00   

     ②1:00～6:00 休み 

         ③1:00～4:00   

7 8 9 10 11 12 13 

     ①10:00～6:00   

     ②1:00～6:00 休み 

          ③1:00～4:00   

14 15 16 17 18 19 20 

     ①10:00～6:00   

     ②1:00～6:00 休み 

          ③1:00～4:00   

21 22 23   24 25  26 27 

  ➀4：00～8：30 ①1:00～6:00 ①1:00～6:00 ①10:00～6:00  

  ②4：00～6：00 ②1:00～6:00 ②1:00～6:00 ②1:00～6:00 休み 

    ③4：00～6：00 ③1:00～4:00 ③1:00～4:00 ③1:00～4:00  

28 29 30 31 1 月 1 日 2 3 

①10:00～6:00 ①10:00～6:00           

②1:00～6:00 ②1:00～6:00 休み 休み 休み 休み 休み 

③1:00～4:00 ③1:00～4:00           

4 5   6  7 8 9 テスト対策 10 

  全県       ①10:00～6:00  

休み 中 3 17 時～自習室 17 時～自習室 17 時～自習室 ②10:00～6:00 休み 

  13：00～17：00       ③10:00～6:00  

11 12 13 14 15 16 テスト対策 17 

          ①10:00～6:00   

17 時～自習室 17 時～自習室 17 時～自習室 17 時～自習室 17 時～自習室 ②10:00～6:00 休み 

     ③10:00～6:00   
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校   舎 グリーンセミナー個別館 姥子山校 

受講料 「70 時間コース(国公立高校志望者向け)」  84,000 円  

「55 時間コース(私立高校専願者向け)」  71,500 円  

「40 時間コース(過去問対策のみ)」       56,000 円  

※価格は税別です。※内訳＝①指導料＋②プリント代（テキスト代）＋③設備費 

※お渡しするプリントやテキストは、お子様によって異なります。ご了承ください。 

申込み方法    

グリーンセミナー 本部 ０１２０－３７－６７３３へお電話下さい。 

（受付時間：平日(月～金)11時～20時、祝日 13時～18時） 

面談の日時を決めさせて頂きます。 

申込締切 １１月 ２７日（金）１８時まで 

支払い方法 

・面談後、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します。 

 ・現金でのお支払いをご希望の方は、封筒をお渡しします。 

持ち物 (1) まとめの問題集『マイペース』『新研究』等とノート                     

    (2) 過去問題集（私立高校・公立高校） 

    (3) 筆記用具 

教 材【私立第１志望】受験校の『過去問題集』を各自で購入して下さい。 

→「東京学参」出版の青い本がお勧めです。1 冊 2,500 円ぐらいです。 

※中学校での三者面談で決定した後、最新版をご購入下さい。 

【公立第 1 志望】『愛知県 公立高等学校過去問 2021 年度受験用 赤本』  

（1,045 円 税込右の写真がサンプル→）を購入して下さい。 

早く仕上がった方は、過去 20 年間にわたる 5 教科の入試で出された問題 

のパターン学習を行います。 

英語の「リスニング対策」、国語・理科・社会の「記述問題対策」も 

実施します。 

※公立高校志望の方も、私立高校の『過去問題集』を、受験する学校分を

購入して下さい。3 校受験の場合は 3 冊ご用意下さい。 

全県模試 1 月 5 日（火）グリーンセミナー個別館 姥子山校にて午後 1 時～5 時に実施します。 

    ※中学最後の模試です。公立で迷っている方は、最後の判断材料となります。 

※受験料 3,700 円(税込)です。 詳細は、本部までお問い合わせ下さい。 

申込締切 12 月 4 日(金）18 時です。※結果は 1 月下旬に出ます 

★1 月中旬に、中学最後の「学年末テスト」が実施されます。3 学期が始まってから 

1 週間後です。この【冬期集中学習】の中で、テスト対策を行います。「テスト対策」のみの受講は

できません。公立高校を志望する人は、この「学年末テスト」が 3 学期の内申に直結します。この

冬が勝負です!! 

★年末年始休業は 12 月 30 日(水)～1 月 5 日(火)です。 

 


