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小　　学　　部

対象 小学１年～４年 対象 小学５年～６年

教室 丸亀教室 教室 丸亀教室

曜日 火・金 曜日 月

時間 16:45～17:15 時間 17:00～18:20

教科 英語 教科 英語

担当 山本理恵 担当 山本理恵

内容
・
方針

□ＤＶＤ教材を視聴し、講師と一緒
に発話しネイティブの発音を身につ
けます。

□講師の声かけにより、自ら考え、
発言する力を身につけます。

□英語の基礎を学ぶことで、高学年
での英語学習をスムーズに始められ
ます。

□スタンダード算数・国語に接続し
、指導します。

内容
・
方針

□ＤＶＤ教材を視聴し、講師と一緒
に発話しネイティブの発音を身につ
けます。

□講師の声かけにより、自ら考え、
発言する力を身につけます。

□コミュニケーション英語に慣れる
ことと並行して、英語の書きとり練
習をします。

対象 小学１年～４年 対象 小学３年～６年

教室 丸亀教室 教室 新多度津教室

曜日 火・金・土 曜日 火・木・土

時間 17:20～19:20（土 13:00～14:30） 時間 17:00～19:00（土 9:00～11:30）

教科 国語・算数・理科・社会・英語 教科 国語・算数・理科・社会

担当 福田武司・山本理恵・小玉孝章 担当 山本早苗・山本幸男

内容
・
方針

□火・金曜は、算数と日本語教養をセット
で指導します。

◆「日本語教養」とは？
母語である日本語に対する感性を磨くため
、名文輪読・暗唱・熟語・慣用句などに親
しみ、日本語の基礎知識、語彙力を高めま
す。
また、文学作品だけでなく社会的分野や理
科的分野まで包括した日本語の読解を行い
ます。表現力を向上させるため、低学年か
ら短文作文の訓練を行います。
「旧来の国語」が面白くない！というお子
様は最適の講座です。飽きが来にくい学習
メニューです。

内容
・
方針

□火木：国算　　土：社理　
□国語は「日本語教養」を指導します。
「日本語教養」をセットで指導します。
◆「日本語教養」とは？
母語である日本語に対する感性を磨くため
、名文輪読・暗唱・熟語・慣用句などに親
しみ、日本語の基礎知識、語彙力を高めま
す。
また、文学作品だけでなく社会的分野や理
科的分野まで包括した日本語の読解を行い
ます。表現力を向上させるため、低学年か
ら短文作文の訓練を行います。
「旧来の国語」が面白くない！というお子
様は最適の講座です。飽きが来にくい学習
メニューです。
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対象 小学３年～６年 対象 小学５年～６年

教室 坂出教室 教室 丸亀教室

曜日 月・水・金 曜日 火・金

時間 16:30～18:30 時間 17:20～19:20

教科 国語・算数・理科・社会 教科 国語・算数

担当 山本早苗・山本幸男 担当 福田武司・山本理恵

内容
・
方針

□月：国社　　水：算国　　金：算理

□国語は「日本語教養」を指導します。
◆「日本語教養」とは？
母語である日本語に対する感性を磨くため
、名文輪読・暗唱・熟語・慣用句などに親
しみ、日本語の基礎知識、語彙力を高めま
す。
また、文学作品だけでなく社会的分野や理
科的分野まで包括した日本語の読解を行い
ます。表現力を向上させるため、低学年か
ら短文作文の訓練を行います。
「旧来の国語」が面白くない！というお子
様は最適の講座です。飽きが来にくい学習
メニューです。

内容
・
方針

□中学受験だけでなく、中学入学後
を見据えた思考力・処理力を養いま
す。

□学年の枠を超え、数検等の指導を
行います。

□理科・社会の学習は土曜日に個別
対応で指導を行います。

□英語はジュニア英語GradeB(月)
または中学英語(土)をお選びくださ
い。

Ā

オクトパス…

置くとＰＡＳＳ…
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中　　学　　部

対象 国公立中学生・藤井中学生 対象 国公立中学生・藤井中学生

教室 丸亀教室 教室 丸亀教室

曜日 火・水・金・土 曜日 火・水・金・土

時間 19:50～22:00（土 19:00～22:00） 時間 19:50～22:00（土 19:00～22:00）

教科 英語・数学・理科・社会・国語 教科 英語・数学・理科・社会・国語

担当 小玉孝章・福田武司・山本幸男 担当 小玉孝章・福田武司・山本幸男

内容
・
方針

□英数（水金）は週２回セットで授
業を進めていきます。学校の進度に
対応しながら指導します。

□定期テストでの高得点を狙い、内
申点アップを目指し、２月には学習
の診断対策も行います。

□火曜は、英社国演習です。

□土曜は、理科の講義および数学・
理科の演習を行います。

内容
・
方針

□英数（水金）は週２回セットで授
業を進めていきます。学校の進度に
対応しながら指導します。

□定期テストでの高得点を狙い、内
申点アップを目指し、２月には学習
の診断対策も行います。

□火曜は、英社国演習です。

□土曜は、理科の講義および数学・
理科の演習を行います。

対象 高校受験生 対象 国公立中学生・藤井中学生

教室 丸亀教室 教室 新多度津教室

曜日 火・水・木・金・土 曜日 火・木・土

時間 20:00～22:00（土 19:00～22:00） 時間 19:30～22:00（土 14:00～17:00）

教科 英語・数学・理科・社会・国語 教科 英語・数学・理科・社会・国語

担当 小玉孝章・福田武司・田中康博 担当 山本早苗・山本幸男

内容
・
方針

□英語：木曜　　数学：水曜
　国語：金曜　　理科：土曜
　英社演習：火曜　数理演習：土曜

□年７回の学習の診断（入試模擬テ
スト）対策を軸とし、高校入試を突
破する実力を養います。

□土曜は、理科の講義および数学・
理科の演習を行います。

内容
・
方針

□英数（火木）は週２回セットで授
業を進めていきます。学校の進度に
対応しながら指導します。

□定期テストでの高得点を狙い、内
申点アップを目指し、２月には学習
の診断対策も行います。

□土曜は理社国の指導を行います。
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対象 高校受験生 対象 中学生

教室 新多度津教室 教室 坂出教室

曜日 火・木・土 曜日 月・水・金

時間 19:30～22:00（土 9:30～12:00） 時間 19:30～21:30

教科 英語・数学・理科・社会・国語 教科 英語・数学

担当 山本早苗・山本幸男 担当 山本早苗・山本幸男

内容
・
方針

□英数（火木）は週２回セットで授
業を進めていきます。

□年７回の学習の診断（入試模擬テ
スト）対策を軸とし、高校入試を突
破する実力を養います。

□土曜は理社国の指導を行います。

内容
・
方針

□月：英　水：数　金：数
□学年の枠を取り払い一人ひと
りの興味関心を伸ばし、体系的
な学習理解を深めます。
□希望者には、上級学年の内容
の指導をします。
□県内のトップ公立高校で上位
の成績を得る学力を付けます。
□生徒の多くは難関大、国公立
医学部などを志し励んでいます
。

対象 大手前丸亀中学１年生・２年生

曜日 水・土

時間 17:00～19:00（土　16:00～18:00）

教科 英語・数学

担当 小玉孝章・福田武司

内容
・
方針

□将来、医学部などの難関大学進学を志す生徒対象に、「大学入学共通テスト」「
２次試験」などの大学入試に必要な「基礎学力」および「思考力・判断力・表現力
」を身につける為の個別カリキュラムで進めていきます。

□個別対応で学習を進めます。「TERRACE速読解」・「TERRACE速読聴英語」・映像
教材「ベーシックウイング」の併用をオススメします。

　　　　

- 5 -



高校部・大学受験部　「より寄り添うグレード制」

《国語　Japanese》

対面一斉 対面一斉

対象 公立高１～・大手前中３～ 対象 公立高２～・大手前高１～

曜日時間(夕方) 曜日時間(夕方) 金　17:30～19:30

曜日時間(夜間) 月　20:00～22:10 曜日時間(夜間) 火　20:00～22:10

担当 田中康博 担当 田中康博

内容
・
方針

□（古文・漢文）
古文常識・文法・単語を基礎から身
につけ、実力テスト／校外模試の高
得点を目指します。
□（現代文）
高校レベルの評論・小説の読解方法
を基礎から学んでいきます。
□定期テスト期間中は、出題該当範
囲の対策プリントを配布します。
□「TERRACE速読解」または
「TERRACE速読聴英語」の併用受講
をお勧めします。(詳細はP11)

内容
・
方針

□（古文・漢文）
格段に難しくなる内容に対する、読
解力、解答テクニックを身につけ、
大学入試につなげていきます。
□（現代文）
評論を中心に読解力、分析力を高め
、点が取れる記述解の書き方、マー
ク問題の解き方を学んでいきます。
□定期テスト期間中は、出題該当範
囲の対策プリントを配布します。
□「TERRACE速読解」または
「TERRACE速読聴英語」の併用受講
をお勧めします。(詳細はP11)

対面一斉 対面一斉

対象 高２～３・卒生（公立・私立） 対象 高２～３・卒生（公立・私立）

曜日時間(夕方) 曜日時間(夕方) 土　17:00～19:00

曜日時間(夜間) 水　20:30～22:00 曜日時間(夜間)

担当 田中康博 担当 田中康博

内容
・
方針

□「大学入学共通テスト」に必
要な古文・漢文の基礎知識を身
につける為の専用カリキュラム
で進めていきます。

□古文連語テスト／文法確認／
漢文句法確認等

□代ゼミ理社・「TERRACE速読解
」または「TERRACE速読聴英語」
の併用受講をお勧めします。(詳
細はP11)

内容
・
方針

□「大学入学共通テスト」に必
要な学力、思考力、受験テクニ
ックを身につける為の専用カリ
キュラムで進めていきます。

□代ゼミ理社・「TERRACE速読解
」または「TERRACE速読聴英語」
の併用受講をお勧めします。(詳
細はP11)
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対面一斉

対象 高３・卒生（公立・私立）

曜日時間(夕方) 水　17:30～20:00

曜日時間(夜間) 土　19:30～22:00

担当 田中康博

内容
・
方針

□「国公立大学二次試験」「難
関私立大学試験」に必要な学力
、思考力、受験テクニックを身
につける為の専用カリキュラム
で進めていきます。

□代ゼミ理社・「TERRACE速読解
」または「TERRACE速読聴英語」
の併用受講をお勧めします。(詳
細はP11)

《小論文対策　Short Essay》

対面一斉 対面一斉

対象 高３・卒生（公立・私立） 対象 高３・卒生（公立・私立）

曜日時間(夕方) 土　15:30～16:30 曜日時間(夕方) 土　15:30～16:30

曜日時間(夜間) 曜日時間(夜間)

担当 田中康博 担当 田中康博

内容
・
方針

□４～７月の期間限定開講です
。

□「医療系学部受験」に必要な
知識を身につけ、小論文入試・
面接に備える為のスペシャル講
座です。

１．社会常識・医療知識の確認
２．医系小論文の書き方
３．チームディスカッション

内容
・
方針

□８月の期間限定開講です。

□「ＡＯ入試・推薦入試」に必
要な知識を身につけ、小論文・
面接に備える為のスペシャル講
座です。

１．社会常識　　　　　　　　　
２．小論文の書き方
３．チームディスカッション

- 7 -



《数学　Mathematics》

対面一斉 対面一斉

対象 公立高１～・大手前中３～ 対象 公立高２～・大手前高１～

曜日時間(夕方) 曜日時間(夕方) 火　17:30～19:30

曜日時間(夜間) 火木　20:00～22:10 曜日時間(夜間) 水土　20:00～22:10

担当 山本壮太郎・藤原公 担当 山本壮太郎・藤原公

内容
・
方針

□通常期は「大学入学共通テスト」
に必要な基礎学力および思考力を身
につける為の専用カリキュラムで進
めていきます。
□【扱う単元】
数と式・命題と集合・２次関数・図
形と計量・データの分析・場合の数
と確率・図形の性質・整数の性質な
ど
□教科書基礎事項の本質を完全に理
解し、入試基礎レベルの演習を行い
ます。
□代ゼミ理社・「TERRACE速読解」
または「TERRACE速読聴英語」の併
用受講をお勧めします。(詳細は
P11)

内容
・
方針

□通常期は「大学入学共通テスト」
に必要な基礎学力および思考力を身
につける為の専用カリキュラムで進
めていきます。
□【扱う単元】
式と証明・複素数・図形と方程式・
三角関数・指数対数・微分積分・数
列・ベクトル
□教科書基礎事項の本質を完全に理
解し、入試基礎レベルの演習を行い
ます。
□代ゼミ理社・「TERRACE速読解」
または「TERRACE速読聴英語」の併
用受講をお勧めします。(詳細は
P11)

対面一斉
代ゼミ
＋１対１

対象 高２～３・卒生（公立・私立） 対象 高１～３・卒生（公立・私立）

曜日時間(夕方)

曜日時間
月　17：30～19：30
土　15：00～19：00曜日時間(夜間) 月　20：00～22：10

担当 山本壮太郎 担当 山本壮太郎

内容
・
方針

□「共通テスト」に向けて、４～８
月は理論の本質を徹底的に解説・再
考します。この期間に数ⅠAⅡB全単
元を１周します。
９～１月は、実践的な演習期間です
。この期間に数ⅠAⅡBを３周します
。時間配分など共通テストで点を獲
得する為に注意しなければならない
点など、ストップウォッチを使って
コーチします。

□代ゼミ理社・「TERRACE速読解」
または「TERRACE速読聴英語」の併
用受講をお勧めします。(詳細は
P11)

内容
・
方針

□受講者のレベルは問いません。
「高１基礎レベル」～「難関国公立
大理系２次試験レベル」まで対応し
ます。

□代ゼミ講座と対面指導を組み合
わせた「Ｘover(クロスオーバー)
システム」により個別に対応した
学習を進めます。

□代ゼミ講座を受講後チェックテ
ストを解くことで理解度を確認し
ます。その上で、弱点を克服する
為に必要な日々の学習について、
具体的な方法を１対１で指導しま
す。
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《英語　English》

対面一斉 対面一斉

対象 公立高１～・大手前中３～ 対象 公立高２～・大手前高１～

曜日時間(夕方) 曜日時間(夕方) 木　17：30～19：30

曜日時間(夜間) 金　20：00～22：00 曜日時間(夜間) 月　20：00～22：00

担当 小玉孝章 担当 小玉孝章・福田武司

内容
・
方針

□通常期は「大学入学共通テスト」
に必要な基礎学力および思考力を身
につける為の専用カリキュラムで進
めていきます。

□英文法と構文学習の融合理解を目
指します。
□リスニング・長文読解対策として
「TERRACE速読聴英語(P11)」を必
修とする授業構成です。（英検準２
級程度）

□定期テスト前は、出題該当範囲の
対策演習および解説を行います。

内容
・
方針

□通常期は「大学入学共通テスト」
に必要な基礎学力および思考力を身
につける為の専用カリキュラムで進
めていきます。

□英文法・構文・語彙力を活用し、
長文読解力を鍛えます。
□リスニング・長文読解対策として
「TERRACE速読聴英語(P11)」を必
修とする授業構成です。（英検２級
程度）

□定期テスト前は、出題該当範囲の
対策演習および解説を行います。

対面一斉
代ゼミ
＋１対１

対象 高２～３・卒生（公立・私立） 対象 高１～３・卒生（公立・私立）

曜日時間(夕方)

曜日時間
木　17：30～19：30
金　17：30～19：30曜日時間(夜間) 火　19：30～22：00

担当 小玉孝章 担当 小玉孝章

内容
・
方針

□国公立２次試験および私大入試の
標準的な英語長文にフォーカスして
読解と問題演習をします。英文解釈
の基本ができている前提で授業を進
めます。

□本講座は読解に特化します。基本
文法は理解している前提で進めます
ので、文法構文習熟が伴わない場合
、併せてGradeA・Bの受講をしてい
ただきます。

□共通テスト英語の速読解・リス
ニング対策として「速読聴英語」
必須とします。(詳細はP11)

内容
・
方針

□受講者のレベルは問いません。
高１基礎レベル～難関国公立大理系
２次試験レベルまで対応します。

□代ゼミ講座と対面指導を組み合
わせた「Ｘover(クロスオーバー)
システム」により個別に対応した
学習を進めます。

□代ゼミ講座を受講後チェックテ
ストを解くことで理解度を確認し
ます。その上で、弱点を克服する
為に必要な日々の学習について、
具体的な方法を１対１で指導しま
す。
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《理科・地歴公民・英語・数学・国語》

対象 高校１～３年生・高卒生（公立・私立）

講座

【高校基礎対応】　　　　　　　英・数・国・理・地歴公民
【共通テスト対応】　　　　　　英・数・国・理・地歴公民
【文系２次試験記述対応】　　　英・数・国・理・地歴公民
【理系２次試験記述対応】　　　英・数・国・理・地歴公民
【医歯薬系・難関大学対応】　　英・数・国・理・地歴公民
【私立大学対応】　　　　　　　英・数・国・理・地歴公民

Ｘover
とは？

英語および数学は、「代ゼミ(映像)授業」と「１対１の対面個人指導」を組み合
わせた指導形態（Ｘover「クロスオーバー」システム）をとっております。
①　代ゼミ(映像)授業を受講する。
②　理解度チェックテスト(英・数)を解く。
③　現状の理解度や学習進捗度合を講師が把握する。
④　学習方法(学習すべき内容の優先順位・使う教材)を具体的に指導します。

曜日
・

時間帯

代ゼミを受講できる
曜日・時間帯

Ｘover指導が受けられる曜日・時間帯

月　11:00～22:00
火　11:00～22:00
水　11:00～22:00
木　11:00～22:00
金　11:00～22:00
土　11:00～22:00

　月　17:30～19:30　Ｘover対応（数学：山本）
　

　木　17:30～19:30　Ｘover対応（英語：小玉）
　金　17:30～19:30　Ｘover対応（英語：小玉）
　土　15:00～19:00　Ｘover対応（数学：山本）

内容
・
方針

□　大学入試に必要な、実践的な学力を身につけます。
□　対面講座と代ゼミ(映像)講座の併用受講をお勧めします。
□　代ゼミを２講座以上受講すると、無料の指定自習席が使えます。

□　入試での問題処理力向上のため、半年以上の「TERRACE速読解」または
「TERRACE速読聴英語」の受講をお勧めします。(詳細はP11)

高校部(評定コース)

個別対応

対象 高１～２年生（公立・私立）

教室 丸亀教室

曜日・時間
　　　　　　英語　月曜　22：00～23：00　＋　木曜　19：30～22：30

　　　　　　数学　土曜　19：30～22：30
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担当 小玉孝章・藤原公

内容
・
方針

□学校で習った学習を定着させ、定期試験で点を獲得する為、演習を通じて個別に
質問を聴き、指導します。

□大学受験を考えている高１・２生は、GradeＡ英・GradeＢ英・Ｘover英・Grade
Ａ数・GradeＢ数・Ｘover数　を優先して受講して下さい。

□大学入学共通テスト、国公立２次試験を見据えた受験指導ではありません。

TERRACE(テラス)速読解・速読聴英語講座

対象 小４～高卒生 対象 中２～高卒生

開講曜日・時間 開講曜日・時間

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

①　16:30～16:55 ○ ○ ○ ○

下
記

①　16:30～16:55 ○ ○ ○ ○

下
記

②　17:00～17:25 ○ ②　17:00～17:25 ○

③　19:00～19:25 ○ ○ ③　19:00～19:25 ○ ○

④　19:30～19:55 ○ ○ ○ ○ ○ ④　19:30～19:55 ○ ○ ○ ○ ○

⑤　22:10～22:35 ○ ○ ○ ○ ○ ⑤　22:10～22:35 ○ ○ ○ ○ ○

土 土

⑥　14:30～14:55 ○ ⑥　14:30～14:55 ○

⑦　18:00～18:25 ○ ⑦　18:00～18:25 ○

⑧　18:30～18:55 ○ ⑧　18:30～18:55 ○

担当
小玉孝章（日本速脳速読協会
認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）・福田武司

担当
小玉孝章（日本速脳速読協会
認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）・福田武司

内容
・
方針

□１回25分のトレーニングです
。
□文章を速く正確に読み解く力
を養います。視覚的な訓練を行
います。
□長い問題文を素早く読み解く
、脳の処理速度を上げることが
できます。
□入試問題を解く時間が足りな
い、という方には最適の講座で
す。

内容
・
方針

□１回25分～40分のトレーニングで
す。
□英語長文を速く正確に読み解く力
を養います。視覚的な訓練を行いま
す。
□速聴、シャドウイングなどリスニ
ング力も身につけられます。
□入試問題を解く時間が足りない、
という方には最適です。
★高校部・大学受験部の
「GradeＡ」「GradeＢ」「GradeＣ
」の英語講座受講者は「速読聴英
語」を指導に組み込んでおります
。
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