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翔進予備校はあなたの本気を真剣に応援します。 

あなたが本気なら、合格への道程は短い。 

夢をあきらめないこと。希望を高く持ち続けること。 

その思いは、一人ひとりの人生を切り開く大きなエネルギーです。けれども、将来の夢に向かう貴重な

日々を、ただやみくもに勉強しているだけでは、結果はついてきません。私たちには数多くの実績と、長

年培ってきたノウハウがあります。そこから生まれたのが、翔進式の得点力向上プログラムです。この

プログラムを最大限に活かしながら、我々は、あなたが最も行きたい志望校に合格できるように完全な

サポートをしていきます。 

この春、誰よりも早いスタートを切って、日々本気になって目の前の

課題を我々とともに取り組み続けることができるなら、きっと最速最

短で合格を勝ち取ることができるでしょう。 

あなたが本気なら、合格への道程は短いはずです。早期にスタート

をして、一緒に喜びの春を迎えましょう。 
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翔進予備校の特長 

あなたが本気なら、合格への道程は短い。 

1. 徹底的なフォロー     
原理・原則を理解する(INPUT)だけでなく、得点できる（OUTPUT）ようになるまで、徹底的に指導・管理します。具体的には、授業後に残っ

てもらい、定着しているかの確認をします。『翌日や翌週に不明な事を持ち越さない』を合言葉に徹底的に生徒と対話していきます。 

 

2. 突破力を磨く        
授業以外の時間帯は専用のブースで自習してもらい、一人ひとりの学習の様子を講師が把握できるようにしています。学校終了後の殆ど

の時間を予備校で過ごし学習することが基本です。また、８月末までの前期は、基礎力を重視したカリキュラムで、英語・数学・理科の全て

を一通り指導します。８月末からの後期は、実戦力を主眼に置き、再度全般にわたって指導をすることで、得点力向上を目指します。毎週

反復演習を行い、知識の定着・習熟度の確認を行います。 

 

3. 専任講師 
受験に特化した経験豊富な専任講師により授業を行います。早い段階で目標までのロードマップを描き、対策を始める事で、生徒１人ひと

りの受験意識も高まります。 また、場合によっては学校テスト対策を指導します。 

 

4. 合宿・完遂特訓 
勉強漬けの数日間（完遂特訓は１日）で、一気に成長を図るチャンスです。非日常に身を置くことで、緊張感・集中力を保ち続けることが出

来ます。年間3回の合宿と完遂特訓を弱点克服・総仕上げなどの目的を持って開催していきます。 
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翔進予備校の個別指導 

担当制による個別指導。スペシャリストによる個別指導。 
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個別指導  

個別指導なので、各教科のスケジュールが異なります。例えば、数学の苦手な生徒は週２コマ1：2の数学指導と週１コマの1：1の化学とい

うように個別にスケジュールを提案します。提案は現在の生徒の学力・志望校合格（学校テスト対策など）までギャップ等を総合的に判断

し、入学面談の際にご説明いたします。目標は生徒ごとに異なります。 

＊ 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ：   

 ＊校舎開放時間 平日は朝 ： から、土曜日は ： からです。休校日は別紙でご確認ください。  

翔進予備校の個別指導は、生徒の能力を最大限引き出すため、生徒ごとに課題を洗い出し、専任講師が丁寧に指導します。志望校合格

を常に意識し、合格から逆算して密度の濃い授業を行います。個別指導のタイプは２つで、一つは講師がマンツーマンで指導する1：1の

個別指導と、もう一つは講師１人が同じ授業時間に生徒２人を指導する1：2の個別指導です。講師が担当制のため、長期的な視点で授業

計画を立て、学習を進めていきます。また、授業での教材は、生徒にあった教材を選定します。教材は予備校教材の他に、市販の教材・

学校の教材を使う場合があります。 
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入学までの流れ①～③ ・ 入学後の流れ④～⑤ 
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①個別入学説明会   

  

②体験授業 

 

③入学申込 

 

④スケジュール決定 

 

⑤授業スタート 

 
 

                    

事前の電話申し込みが必要です。約１時間の面談で、生徒の学力など現在の状況の聞き取
りをし、今後の方向性の相談をします。また予備校のシステム・カリキュラム・料金体系など
も説明いたします。 

英語・数学・理科の基礎学力診断テストを受験後に、約１週間、英語・数学・化学・または国
語の体験授業を受講していただきます。体験授業によって生徒の現在の力を把握し、ご家
庭に連絡いたします。再度来校していただき、面談を設定させていただくこともあります。 

毎月、個人毎に指導報告書を郵送いたします。ご家庭にも現在の指導内容・状況をお知らせ
することによって、生徒・ご家庭・予備校の三者で情報を共有して生徒をバックアップしていき
ます。また、入学後は、毎年２月・６月・１１月の年３回、面談を実施します。大学受験生は9月
も面談を実施します。 

入学に必要な書類を提出していただき、申込は完了です。 

申込書提出後、２日以内にスケジュールを決定し、ご連絡いたします。その後、月末に経理
からご家庭に請求書を郵送いたしますので、期日までに指定口座に所定金額の振り込みを
お願いします。 
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メニュー① 個別入学説明会 
百聞は一見にしかず！ 自分の目で、耳で、肌で感じ取ってください。 

個別入学説明会： 毎日実施  

● 徹頭徹尾、対話主義。 生徒一人ひとりに合わせて作る合格プログラム 

翔進予備校では、生徒・保護者と徹底的に対話します。そして、生徒の現在の学力、志望校、ライフスタイルや性格をこと細かに把握した上で、志望校

合格のための最良で最短のプログラムを提案します。生徒一人ひとりが志望校合格を勝ち取るために、本当に必要なことは何か？それは、対話を通し

てのみ理解することができる、と考えています。授業料、合格実績、講師陣、教材、時間割、自習室、質問対応、進路指導、保護者面談、模擬試験、講

習会、特別講座、合宿、出欠席管理など、翔進予備校が提供する中身を余すことなく説明いたします。 

お電話でご予約ください。 

ご都合の良い日時を確認させていただければ、面談日時を設定
いたします。面談では、一方的な予備校の説明はしません。まず
は今の状況や目標などを簡単にヒアリングさせていただいたうえ
で、今後の勉強法や翔進の活用法などの提案をします。そのた
め、無駄な時間はとらせません。翔進を知る一番の近道ですので、
ぜひこの機会をご利用ください。 
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体験授業をスタートするにあたって、目標達成に必要な学力と、あなたの今の学力とのギャップを診断するためのテストです。テスト結果をもとに、教科別面談を行い、

あなただけの的確な戦略と戦術を練り、個々のプログラムをご提案します。

試験教科： 英語、数学、理科（物理・化学・生物から選択）    試験時間： １教科40分＋英語語彙サイズテスト20分

基礎学力診断テスト 
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メニュー② 体験授業 
合格へ必要な基盤づくりを定着させ、現在の学力と今後の課題を明確にします！ 

目標、志望校が違えば、勉強は大きく変わります。また、志望校合格を目指すにあたり自分自身が、今何をすべきかを把握す

る必要があります。翔進予備校では、合格に必要な力と、あなたの今の力のギャップを把握し、合格へ必要なあなただけの的

確な戦略と戦術を練り、一人ひとりの合格へのプログラムをご提案します。

無料体験  
実施中  

体験授業例： 目標に向けて、何をどのように学習するのかを個別に計画します。    

【英語】 

■英語 特訓

単語の学習法はもちろんのこと、単語の成り立ちに注目して、
効果的な語彙力アップのコツを伝授します。
■悩み解決！長文読解

とにかく長文が苦手な生徒に「こうすれば読める／解ける」を
体験させて、手ごたえを持たせます。

【数学】 
■入試問題を斬る！

近年の入試問題の中から、注目すべき問題、良問を取り上げ
細かく解説します。また、基礎学力が入試問題でどれだけ重
要であるか示します。
■学校テスト対策・学校補習

学校問題集を使って、類題演習を繰り返し、学校のテスト対
策授業です。数学に苦手意識を持っている生徒でも、しっかり
問題を解けるように指導していきます。また、日頃は学校補
習を重点的に行い、学校進度に合わせて、理解度を高める
指導をします。

【化学】 

■有機化学の系統

物質の誘導体や反応の全体を系統的に捉え、覚えるべきことを
線でつなぎます。そうすることで有機化学の全体像を把握できま
す。
■物質量計算の徹底演習

化学の計算分野の苦手意識を克服するための授業です。問題
文の分析能力も確認します。問題分析 知識の活用が出来て
初めて得点につながるからです。

【国語】 
■センター試験対策

センター古文・漢文は確実な得点源にしたいもの。また現代文の
勉強方法が分からない生徒も多くいます。基本事項で確認し、読
み方を伝授することで確実なスタートを切らせます。
■小論文

自分の主張をどう伝えるかなど具体的な方法を伝授します。
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完遂特訓・合宿 

夏合宿・冬合宿・直前合宿 
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完遂特訓  

翔進予備校には完遂特訓と合宿があります。完遂特訓は、朝から夜までの１日の講座です。その中で知識が定着し、ある程度演習がで
きるようになるように５月から１月まで、毎月実施します。もう一つは夏合宿・冬合宿・直前合宿です。小集団クラス形式中心で行い、能力
別・志望学部別に特別のカリキュラムを組み、参加生徒の競争力を意識した合宿です。 

●日程 
4月GWから１月初旬まで 
毎月実施 
 
 
 
●概要 
完遂特訓は８０分の個別指導、または小集団授業が１日で6コマ
組まれています。日常の授業と異なり、１単元・１問を深く掘り下
げていきます。問題文の意味を理解する解析能力や、解答を導く
出すプロセスを身につけるといった日頃徹底できない事に注力す
ることができます。苦手科目・苦手単元の克服には最適のプログ
ラムだと言えます。 
。 

●日程 
夏合宿：   ８月（６泊７日） 
冬合宿：  １２月（２泊３日） 
直前合宿： １月（６泊７日） 
 
●概要 
夏合宿 『勉強体力を身につける』 
真夏の１週間、多くの生徒と共に切磋琢磨し、基礎をしっかり固め
ることで、勉強体力を確実に身につけます。培った勉強体力が秋
からの飛躍に繋がります。 
 

冬合宿 『合格レベルの学力を身につける』 
年明けの入試直前期にそなえる最終調整をしていきます。知識
の補強など合格レベルへの到達を目的とした、重要な合宿です。 
 

直前合宿 『総仕上げ』 （受験生のみ対象） 
入試直前は不安と緊張で勉強の進みが遅くなったり、知識が混
乱したりと調子を整えるのが大変です。この合宿では、これらの
迷い・不安を解消し、最終仕上げとして、とことんやりつくします。 
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精鋭クラス 

精鋭クラス 

選抜試験方法 

 2020年4月に開講する『精鋭クラス』の受講審査を行います。 

 対   象： 大学受験生、または同等の学力を有する者 

 試 験 日： 受験随時可能 ※要予約 

 試験結果： 3日以内に結果をご連絡いたします。 

 試験教科： 英語、数学、物理、化学、生物 

 試験時間： 各80分 受講を希望する講座の選抜試験を 

               受験してください。 
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精鋭クラスとは、難関大学突破のための最高峰授業です。国公立大学・難関大学を目指す生徒を対象に、学年枠にとらわれない授業
を専任講師が展開します。合格を掌中にするための得点力を養成することはもちろんのこと、教科内容への興味を深め、考えること・解
くことの醍醐味をも味わせつつ、難関大学合格まで導いていきます。しかも限定した人数で行うため、個々の生徒へのフォローとして、
年に数度教科別に面談を行います。 

精鋭クラストライアル 

  試験範囲：   
   【英語】英語Ⅰ・英語Ⅱ・リーディング・ライティング   
   【数学ω 2】数学Ⅲ 
   【数学ω 1】数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ 
   【物理】物理Ⅰ・物理Ⅱ 
   【化学】化学Ⅰ・化学Ⅱ 
   【生物】生物Ⅰ・生物Ⅱ 
 
   ※３月に開催する『精鋭クラストライアル』は選抜試験を行いません。 

精鋭クラストライアルは、４月にスタートする前に体験できる精鋭会の予備講座です。得意教科をもっと伸ばしてみたい。ほかの生徒と
競ってみたいと考えている生徒は是非トライしてみて下さい。教科への興味も深まり、やる気も倍増します。 
 
精鋭クラストライアル日程： ３月１6日（月）～４月10日（金） 英語ω、数学ω1、数学ω2、各講座週１コマ。 
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定着メニュー 

＊ 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ： 、 限 ： ～ ：   

土曜補習とは、授業内に課題がこなせなかった生徒や、さらに演習量を増やしたい、もしくは増やさなけれ
ばならない生徒を対象として、得点力アップを図る補習です。毎週土曜日に実施される240分間におよぶ補
習では、担当講師たちが質問に対応するだけでなく、生徒の理解度を管理したり、類題などの指示をします。 
「1週間のやり残しを翌週に持ち越さない」がモットーの土曜補習です。 
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土曜補習 

確認テスト 

反復演習 

確認テストとは、前期は知識の定着の確認を図るため、後期は基本的な解法の確認を図るため、授業の確認を
テスト形式で行う講座です。毎週月曜日～金曜日までの復習を土曜日に行うことで、授業を理解できているのか、
復習がしっかりできているのかを確認していきます。勉強の進捗状況を把握し、合格点まで届いていない生徒は、
居残り確認を行う場合があります。 

反復演習とはコンピューター上にデータベース化された10万題以上におよぶ例題・練習問題・チェック問題から１人１人
の能力に合わせた問題を選択し、チェックする演習システムです。コンピューター上で答えるのではなく、印刷した問題
に取り組むことで記述力も養成できます。基本的なレベルから入試レベル問題まで単元別に問題が用意されています。
セルフ演習なのでいつでも演習が可能です。 

 ＊校舎開放時間 平日は朝 ： から、土曜日は ： からです。休校日は別紙でご確認ください。  

無料
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ガイダンス 
最新の入試情報と実績に基づく合格戦略。あなたの合格プログラムをご提案します！ 

「医学部・歯学部・獣医学部・薬学部を目指したいが、何から着手すればよいのか分からない。」「大学受験についての情報が不足しているので、志望校が定まらな

い。」「医系専門予備校は、大手予備校とどう違うのか。」など、多くの生徒、保護者の皆さんからの質問や疑問に応えるべく、入試ガイダンスを開催します。このガイ

ダンスでは、毎年変化のある医系大学入試を分かりやすく紹介、最新データをもとにした入試状況の分析、４月からの具体的な合格戦略の提案などを通じて、 

皆様が抱えている不安の解消に努めます。この春からよりよいスタートを切るためにも、是非ご参加ください。 

ガイダンス：   3/8 （日）、 3/29 （日）  実施 

【対象】 医系学部受験を考えている生徒とその保護者 

【内容】 第１部 最近の大学入試動向と今後の展望 

      第２部 翔進予備校が提案する合格戦略 

      第３部 個別相談会 ※希望者のみ 

【時間】 医学部 １０：３０～１１：３０ （１０：００受付開始） 

      歯学部・獣医学部・薬学部 １４：００～１５：００ （１３：３０受付開始） 

【場所】 横浜OSビル4階 翔進予備校 

【申込】 お電話で申込みください。 
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生徒1人1人に合わせた入試対策のアドバイスをしています。 
まずは一度ご来校ください。 

 

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-7 横浜OSビル4F（受付） 

無料
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生徒1人1人に合わせた入試対策のアドバイスをしています。 
まずは一度ご来校ください。 

 

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-7 横浜OSビル4F（受付） 

● 申込方法 
• 申込書に必要事項をご記入の上、指定日までに受付へ提出してください。指定日以降の提出の場合、また定員に達した場合には受講できない事があります。なお、
精鋭会選抜試験・ガイダンス・個別入学説明会はお電話・Faxでも申込みが可能です。 

• 料金は、申込書受領後月末に、ご家庭に請求書を郵送いたしますので指定日までに指定銀行口座へお振り込みください。 
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● 料金 （税込）  
■個別指導                                                ■精鋭クラス                                            

 入学金25,000円      施設利用料 2000円                                 各講座（月額）： 15,800円    

 （1：1）個別指導80分１コマ 7,500円～11,600円  

 （1：2）個別指導80分１コマ 4,800円～5,800円 

    ※上記授業料金は消費税を含みます。 ※３月中に入学手続き完了の場合、入学金は免除になります。 

■合宿 

  ■夏合宿（医学部）： 290,000円 （医学部以外）： 229,000円     ■冬合宿： 204,000円     ■入試直前合宿： 354,000円     

 ＜セット申込＞ 
 ■夏合宿（医学部）・冬合宿・直前合宿（セット）： 763,200円 ※10%割引  ■夏合宿（医学部以外）・冬合宿・直前合宿（セット）： 708,300円 ※10%割引 
    ※上記セット料金は３月末までに合宿費用を納入した場合の割引料金です。その後３月末までに納入した場合は、8％割引になります。 

■完遂特訓 

  ■完遂特訓（個別指導）：27,000円   ■完遂特訓（クラス授業）：24,000円 

 ＜セット申込＞ 
 ■完遂特訓（セット）： 504,900円 ※10%割引       
    ※上記セット料金は３月末までに完遂特訓費用を納入した場合の割引料金です。  
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