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■湖西新所原校 湖西市新所原二丁目1-14       TEL  053‐577‐6622 
■湖西新居校   湖西市新居町新居1015‐2        TEL  053‐525‐8650 
■豊橋西校    豊橋市東脇四丁目21番地6,7福信ビル2B   TEL  0532‐32‐3500 
■豊橋中央校   豊橋市向山大池町7‐13       TEL  0532‐66‐2884 
■田原校      田原市田原町晩田20-10       TEL  0531‐23‐3950 

Wizz青雲学院 
 

 

 

こちらから直接お申込みできます。 ウェブサイトからメール送信もできます。 

ウェブサイト 



 2 

秋期講座【高校（公立・私立）受験対策】 

いよいよ入試へ向けて本格的スタートを！ 

 いよいよ入試への本格的な始動を開始する季節がやってまいります。 

 しかし、しっかりスパートをかけていこうと思っても何から手をつけて良いのかわからない、あるいは、 

夏休みに復習を一通りやってみたが、思っていた以上に忘れていることや混乱したままのことが多いこと

に気づき、焦っているという方も多いのではないでしょうか。  

 ①学校のテストと異なり入試問題には、得点力を上げるためのコツが明らかにあります。 

   その科目が得意な生徒はどこを得点していくのか、逆に苦手でもどこを取れば合格点をとれるのかといった全般的な

対策はもちろんですが、例えば歴史の入試問題は縄文時代～第二次大戦といった実に大きな視点で出題がなされる

ことがありますが、こういった全時代を横断的に学習する機会は学校では十分にはありません。 

 実力がつけば自然にできるという考えもありますが、大きな視点で同時代の人物や出来事を見ていくという学習が

学校とは別に必須になります。そのためにどのくらいのレベルで出題がされるかを実感しておくことは不可欠です。 

 ②学校の学力調査や実力テストも今後は入試に近い形の出題になります。 

 実戦的な入試出題をふまえた学習をしていく必要が増してきます。学力調査も入試を前提にしているものですから、

入試問題に慣れ、これをつぶし対策を講じておくことが同時に大きなプラスになります。 

 ③入試に向けての学習は、手を拡げすぎてしまって失敗することが非常に多いのです。 

 色々な参考書・問題集の山に埋もれて結局混乱するばかりという失敗もよくある話です。失敗しないための最良の

方法はやはり過去問題を知るということでしょう。ただ、やみくもに自己流で問題を解いても意味がありません。どうい

う点に気を付けて解くのか、正答率が高く取らないといけない問題、必ず備えておく知識はどこまでかなどは教師の

指導がなければなかなかマスターできません。 

 秋期講座では「敵を知り己を知らば百戦百勝」というコンセプトをもとにまず入試過去問題を解いてもらいながら、入

試に不可欠な重要なポイントを絞り込んで指導し、生徒に今何をすればよいのかを具体的にアドバイスします。 

もう一度、今までの総復習をしっかりしたい方は、この４ヶ月間にわたる秋期講座で、じっくりと腰をすえたていねい

な学習をして、入試に合わせた形で効率よく総まとめをしてください。 

   なお、定期テストとの兼ね合いも考え、定期テスト日程直前にあたる場合は講座でも定期テスト対策を実施します。 
 

◆ 入試過去問題解法個別指導 ◆ 公立愛知・静岡・私立全対応 

勝負となる 9月～12月の期間に下記プランを毎月設定します。 

選びやすい 4 コースで設定！    

A コース 【対象 : 愛知県公立入試受験者】   
  ウィニングコース A（月間 10 回×90 分）  

＜過去問題対策で差をつけたい方向き。＞ 

        ● 10回×90分（指定過去問題演習時間 45分＋過去問題解説・解法指導 45分） 

● 過去問題オリジナル編集模試（成績評価あり)  標準受験時間 3時間           

 スタンダードコース A（月間 8 回×90 分）  

＜秋の間に過去問題対策を十分にしておきたい方向き。＞ 

        ● 8回×90分（指定過去問題演習時間 45分＋過去問題解説・解法指導 45分） 

● 過去問題オリジナル編集模試（成績評価あり)  標準受験時間 3時間 
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  ベーシックコース（共通）（月間 6 回×90 分）  

＜過去問題の出方を知り、解法をマスターしたい方向き。＞ 

         ● 6回×90分（指定過去問題演習時間 45分＋過去問題解説・解法指導 45分）                        

      ライトコース（共通）（月間 4 回×90 分） ＜過去問題に慣れておきたい方向き。＞ 

4回×90分（指定過去問題演習時間 45分＋過去問題解説・解法指導 45分） 

＊今年度から愛知県の公立入試は形式や実施日程が大きく変わりますが、試験で問われる学習内容の中身自体が 

変わるわけではありません。新形式への対応へのアドバイスはもちろん、新しいスタイルになっても変わらない 

「必ず押さえるべきこと、得点するポイント」への対策をしてまいります。 
 

S コース 【対象：静岡県公立入試受験者 または 私立入試第 1志望受験者】  
     ウィニングコース S（月間 10 回×90 分）  

＜過去問題対策で差をつけたい方向き。＞ 

        ● 10回×90分（指定過去問題演習時間 45分＋過去問題解説・解法指導 45分） 

         ● 過去問題等国語作文演習 45分×2回 （私立対策の場合は受験校に合わせた特別演習） 

     スタンダードコース S（月間 8 回×90 分）  

＜秋の間に過去問題対策を十分にしておきたい方向き。＞ 

● 8回×90分（指定過去問題演習時間 45分＋過去問題解説・解法指導 45分） 

● 過去問題等国語作文演習 45分×2回（私立対策の場合は受験校に合わせた特別演習） 

  ベーシックコース(共通)（月間 6 回×90 分）  

＜過去問題の出方を知り、解法をマスターしたい方向き。＞ 

         ● 6回×90分（指定過去問題演習時間 45分＋過去問題解説・解法指導 45分）                        

      ライトコース（共通）（月間 4 回×90 分） ＜過去問題に慣れておきたい方向き。＞ 

● 4回×90分（指定過去問題演習時間 45分＋過去問題解説・解法指導 45分） 
           
■ 秋期 9月生受講料 (税込) 9月～12月毎月設定となります（個別月の選択は不可） 
●ウィニングコースＡ(愛知)          本科生 月額  31680円 テキスト代別途 

          特科生 月額  30030円  テキスト代別途  
●ウィニングコースＳ(静岡または私立)   本科生 月額  27830円  テキスト代別途 

          特科生 月額  35090円  テキスト代別途  
●スタンダードコースＡ(愛知)        本科生 月額  26400円  テキスト代別途 
                                   特科生 月額  30800円  テキスト代別途 
●スタンダードコースＳ(静岡または私立) 本科生 月額  25080円  テキスト代別途 
                                  特科生 月額  29260円  テキスト代別途                 
●ベーシックコース(共通)            本科生 月額  19800円  テキスト代別途 

                        特科生 月額  23100円  テキスト代別途  
●ライトコース(共通）              本科生 月額 13200円  テキスト代別途 
                                  特科生 月額  15400円  テキスト代別途              
■ 教科    国・英・数・理・社（５教科）  
■ 教材    入試過去問題集（公立入試問題または受験する私立高校入試問題） 

+実戦用まとめ教材（仕上げ用・確認用） 
         *入試過去問題集は、愛知県の高校を受験する生徒は愛知県版、静岡県の高校を受験する生徒は静岡県版、私立受験者は受験校のもの 

を使用します。*まとめ教材は受験時にも携帯できるまとめ本です。講座終了時に配布します。            
お申込み・お支払方法  ◆講座のお申込みは・・・ 
①末尾のお申込書を学院にご提出いただくか、②Line（ライン）・メールでの講座申込みも可能です。申込フォームへのリンクをお送りしま
すので、フォームへのご記入をお願いいたします（WEＢ上の意思表示を以てお申込みとさせていただけます）。 

◆受講料のお支払いは・・・ ＜本科生で口座振落をされている方＞  所定の時期に口座より振り落としさせていただきます。 
＜その他の方＞ 申込書提出がされましたら、所定の時期に本人にゆうちょの振替用紙をお渡しします。その用紙にてゆうちょATM機 
（限定）より支払期限までにお振込みください。 

＊事故防止のため原則として現金でのお支払いは受け付けておりません。＊振込受付票を以って領収証に代えさせていただいております。
＊講座開始後所定のお支払期限を過ぎてもお支払いがない場合およびお支払いの遅滞を繰り返される場合、講座の受講を中止するかある  

 いは受講をお断りすることがございます。 
＊本科生の兄弟は学院の特科を初めて受講する場合（秋期は初月）のみ本科生割引価格にて受講ができます。秋期講座 2 か月目または 2
回目以降（冬期講座など）の特科受講は特科生価格となります。 
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秋期講座申込書 
【本科特科共通】 
【湖西市内教室用】 

   2022年  月  日 

秋期講座の受講（9月～12月毎月設定）を申込みます。  

                 （受講するものに１つ○) 

 

     ■コース   
・ウィニングコース A  愛知公立対策  (   ）                 
・ウィニングコース S   静岡公立対策  (   ）  
・ウィニングコース S   私立第１志望対策(   ）  
・スタンダードコース A 愛知公立対策  (   ）                 
・スタンダードコース S  静岡公立対策  (   ）  
・スタンダードコース S  私立第１志望対策(   ） 
・ベーシックコース共通  公立対策      (   ）  
・ベーシックコース共通  私立第１志望対策(   ） 
・ライトコース共通    公立対策      (   ）  
・ライトコース共通    私立第１志望対策(   ） 

 
 
    
            
                          

 

     ご住所 〒                                                                                
  
         お電話番号                                              
 
                  氏名＊                                                             
 
           保護者氏名＊                                                                                      
  
                        この欄については本科生は＊のみご記入ください。 

 

＊Line ・メールでのお申込みも可能です。お申込みフォームへのリンクをお送りしますので 

ご記入ください（WEＢ上の意思表示を以てお申込みとさせていただけます）。 

       


