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スタディ・コラボが考える中高一貫生６年間の現役合格基本設計

　中高一貫校に入学されても、学校行事あり、クラブ活動ありと

決して６年後の大学受験に向けて明確な指標を意識している訳で

はありません。大半の方が高２の冬あたりから一斉に大学受験を

意識していく中で、その時に如何に基礎が付いているか、そこが

現役合格か否かの節目となります。

数学科　衣川 講師

中１の１学期中間試験で学年上位を絶対確保中１生
　ずばり申し上げますと、2018 年度１年間で在籍者が最も増えたのは中１の９月で
した。いずれも学校の成績に関する理由が入学動機だったことを考えますと、中１
の１年間はとにかく学年上位席次の確保、それも１学期中間試験でずっこけて、そ
の後驚異的な挽回の構図はなかなか描きにくいものです。

中学２年間は、学校成績重視・手厚い定期試験 and 課題考査対策中２生
　総合クラスでは、学校内容よりも、かなり先取り学習になります。そのため、学
校内容プラスαの勉強ができる習慣を付けてもらいます。こうした結果、学校の定
期試験でも好成績がとれる傾向にあります。

中３からは実力練成型クラスへ誘導中３生
　大半の中高一貫校では中３から高１範囲に入ります。ココからは中間・期末とい
う範囲が明確な試験に対応できる力がそのまま実力とはならない段階に入りますか
ら、スタディ・コラボ独自の進度に基づいた総合クラスへ編入していただくように
誘導していきます。高校受験がない中高一貫校生の１つのウィークポイントが多数
の中の現在位置がわからないことです。よってスタディ・コラボでは年４回の「コ
ラボ模試」を実施し、生徒の意識を“学校の中”から離脱させていきます、但し、
指定校推薦を狙っている小林聖心生の方々は引き続き学校別クラスで学習を進めて
いくことをおすすめしております。

理系志望は理科、文系志望は国語のスタート高１生
　理系志望者は理科の学習をこの時期からスタートさせることで余裕をもった受験準備
が可能となります。文系志望は受験に向けた国語の対策を考え始めると良いでしょう。

高２から副教科の勉強量を増やすよう指導高２生
　英語・数学だけができても、受験には合格できません。とかく理系生にとっては国語
はからっきしというのが少なくなく、理系であっても京都大学は２次試験に国語が課せ
られ、しかも古文の難易度が高いことはよく知られている通りです。大阪大学・神戸大
学の理系学部には２次に国語は課せられませんが、センター試験の配点が高く、高２の
冬くらいから地歴・国語の対策をきちっとしていることが重要になってまいります。

大学受験に向けた志望大学別クラス編成高３生
　難関大理系志望の方は、理科の講座の取得を勧めています。

2  単独型Ｂ／最初の３日間は単独中学、残り２日間を総合クラスと混合して運営します

灘クラス ・ 神戸女学院クラスは、残りの２日間を総合 S クラスへ混合、六甲クラス ・  
神戸海星女子学院クラス ・ 甲南女子 S アドクラス ・ 小林聖心女子クラスは、残りの
２日間を総合 SA クラスへ混合、甲南女子スタンダードクラスは、残りの２日間を総
合 A クラスへ混合して学習します。

第１講
講義

学校別

第２講
講義

学校別

第３講
講義

学校別

第４講
講義

総合クラスへ混合

第５講
テスト・解説

総合クラスへ混合

甲陽学院クラスは、５日間とも単独中学で学習します。

1  単独型Ａ／５日間とも単独中学で運営するクラス

第１講
講義

甲陽中のみ

第２講
講義

甲陽中のみ

第３講
講義

甲陽中のみ

第４講
講義

甲陽中のみ

第５講
テスト・解説

甲陽中のみ

1－① 2019　中１準備講座　クラス編成

1－② 2019　中１準備講座　無料体験授業

3  混合型／５日間とも複数中学混合で運営するクラス

総合 S クラス ・ 総合 SA クラス ・ 総合 A クラスは、５日間とも複数中学混合で学習
します。

第１講
講義

混合

第２講
講義

混合

第３講
講義

混合

第４講
講義

混合

第５講
テスト・解説

混合

無料体験講座としては「わくわく講座」と「英語特別講座」の 2 種ご用意していま
す。詳細は緑色の申請書をご参照下さい。



対象 ランク 英語 数学

六甲

SA

中１六甲英語 中１六甲数学

準備講座では一般動詞、複数形まで
扱います。学校の1学期中間（期末）
試験範囲まで終える進度です。記述
量の多い六甲の試験に対応できるよう
に、豊富な演習量を用意しています。

学校の進度は、1学期は計算問題が
メインになります。正確に解けるよ
うに講義と演習を徹底して行いま
す。具体的には正負の数・文字と
式・一次方程式を扱います。

神戸海星
女子学院

中１神戸海星プログレス英語 中１神戸海星数学

準備講座では一般動詞、複数形まで扱
います。学校の1学期中間（期末）試
験範囲まで終える進度です。文法配列
が独特なプログレスを攻略するために
は体系的な文法学習が欠かせません。

海星の定期試験は、問題集の中から
多く出題するため、その傾向を考慮
した「正負の数～方程式」を丁寧に
進めていきます。

甲南女子
Ｓアド

中１甲南女子Ｓアド英語 中１甲南女子Ｓアド数学

準備講座では一般動詞、複数形まで
扱います。1学期期末試験範囲まで
終える進度です。近年の Sアドは
進度が非常にゆっくりです。だから
こそ、余裕を持った先取りで他の生
徒に差を付けます。

1学期では、ちょっとした計算ミス
で点数差が大きく開きますが、逆に
点数をとれる時期でもあります。計
算ミスをなくすことを意識して「正
負の数～方程式」を扱います。

小林聖心女子

中１小林聖心女子プログレス英語 中１小林聖心女子数学

準備講座では代名詞まで扱います。
学校の 1学期中間試験範囲まで終え
る進度です。プログレス 21 では難
解な単語が出てきます。単語の覚え
方も入学前にレクチャーします。

聖心の数学は、代数・幾何に分かれ
ていないため、1学期は代数の問題
が定期試験のメインになります。そ
れに向けた対策として「正負の数～
方程式」を進めます。

甲南 AD
親和女子

（総合進学）
仁川学院
中学別を

希望しない
下記中学

A

中１英語総合Ａ 中１数学総合Ａ

準備講座では代名詞まで扱います。
学校によっては 1学期中間試験範囲
まで終える進度です。無理のないス
ピードで先取りをしていく講座で
す。中 1終了時点では中 2内容を半
分は終える進度です。

大学受験を見据えたクラスです。先
取りを中心に進めていきますが、丁
寧に着実に進めていくのがこの講座
です。単元は「正負の数」「文字式」
を扱います。

甲南女子
スタンダード

中１甲南女子スタンダード英語 中１甲南女子スタンダード数学

準備講座では代名詞まで扱います。
1学期中間試験範囲まで終える進度
です。1学期中間試験では超基本問
題のみが出題されます。入学前に英
語の構造の基礎をマスターしておく
ことが大事です。

1学期のテスト内容は、計算ミスを
いかに防ぐことができるかが大切に
なります。本講座では、定期試験に
向けて「正負の数」「文字式」を扱
います。

対象 ランク 英語 数学

洛南
学校別を

希望しない
下記３中学

S

中１英語総合 S 中１数学総合Ｓ

準備講座では一般動詞（3単現）まで
扱います。学校によっては1学期中間
（期末）試験範囲まで終える進度です。
徹底した先取りにより、中1終了時に
英検準 2級（2級）取得を目指します。

正負の数・文字と式・方程式・不等
式・連立方程式・連立不等式・平方
根を扱います。夏には高校範囲の学
習をスタートします。

灘

中１灘英語 中１灘数学

準備講座では一般動詞（3単現）ま
で扱います。学校の 1学期中間試験
範囲まで終える進度です。灘の速い
進度に対応するには徹底した先取り
が必勝法です。

灘数学では、正負の数・文字と式・
方程式・不等式・連立方程式・連立
不等式・平方根を扱います。夏まで
に中学数学を終了させる進度です。

甲陽学院

中１甲陽英語 中１甲陽数学

準備講座では一般動詞（3単現）ま
で扱います。学校の 1学期中間（期
末）試験範囲まで終える進度です。
3単現を履修しておくことが、進度
の速い甲陽で入学後の大きなアドバ
ンテージになります。

甲陽の定期試験は、問題数が多く、
計算スピードと正確さが必要になり
ます。本講座では、計算を中心にし
た「正負の数」から「平方根」まで
を一気に扱います。

神戸女学院

中１神戸女学院英語 中１神戸女学院数学

準備講座では一般動詞、複数形まで
扱います。学校の1学期中間試験範
囲まで終える進度です。女学院は独
特な進み方をします。だからこそ、徹
底した先取りが成績上位の秘訣です。

女学院数学の数学の進度は近年、
ゆっくりになっています。定期試験
で確実に点数をとるために先取り学
習を「正負の数～方程式」まで進め
ていきます。

高槻
神大附属

親和女子 S
甲南 FR
中学別を

希望しない
下記４中学

SA

中１英語総合ＳＡ 中１数学総合ＳＡ

準備講座では一般動詞、複数形まで
扱います。学校によっては 1学期中
間（期末）試験範囲まで終える進度
です。夏で中 1範囲を全て履修し終
えるペースで進んでいきます。

大学受験を見据えたクラスです。1
年で中学数学を終了させる進度で進
めます。本講座では「正負の数」
「文字式」「方程式」を扱います。

中１準備講座各クラスの日程は全て同封の申請書に記載しています

－ 4－ － 5－

2 2019  中１準備講座  開講講座　講座案内



※1　入塾説明会
50 1月27日(日) 15:20－16:10 岡本本校
51 2月  3日(日) 15:20－16:10 岡本本校
52 2月10日(日) 15:20－16:10 岡本本校

【第Ⅱ期対象】 学校説明会・入塾説明会
講　座　名 講座番号 日　付 時　間 校　舎

学校説明会【灘】
3 2月24日(日) 09:00－09:50 岡本本校
4 3月10日(日) 09:00－09:50 岡本本校

学校説明会【甲陽】
9 2月24日(日) 10:30－11:20 岡本本校
10 3月  3日(日) 10:30－11:20 岡本本校
11 3月10日(日) 10:30－11:20 岡本本校

学校説明会【神女】
16 2月24日(日) 09:00－09:50 岡本本校
17 3月  3日(日) 09:00－09:50 岡本本校
18 3月10日(日) 09:00－09:50 岡本本校

学校説明会【洛南】
20 2月17日(日) 16:50－17:40 岡本本校
21 3月10日(日) 16:50－17:40 岡本本校

学校説明会【六甲】 24 3月  3日(日) 09:00－09:50 岡本本校

学校説明会【海星】
29 2月24日(日) 14:00－14:50 岡本本校
30 3月  3日(日) 14:00－14:50 岡本本校
31 3月10日(日) 14:00－14:50 岡本本校

学校説明会【南女】

35 2月17日(日) 12:00－12:50 岡本本校
36 2月24日(日) 12:00－12:50 岡本本校
37 3月  3日(日) 12:00－12:50 岡本本校
38 3月10日(日) 12:00－12:50 岡本本校

学校説明会【神大附属】 40 3月  3日(日) 16:50－17:40 岡本本校
学校説明会【親和】 42 2月24日(日) 10:00－10:50 岡本本校

学校説明会【小林聖心】
47 2月24日(日) 10:30－11:20 岡本本校
48 3月  3日(日) 10:30－11:20 岡本本校
49 3月10日(日) 10:30－11:20 岡本本校

※1　入塾説明会

53 2月17日(日) 15:20－16:10 岡本本校
54 2月24日(日) 15:20－16:10 岡本本校
55 3月  3日(日) 15:20－16:10 岡本本校
56 3月10日(日) 15:20－16:10 岡本本校
57 3月16日(土) 14:40－15:30 岡本本校

※1　指定中学以外の中学校に進学された方はこちらにご参加ください。 
　　（指定中学対象の方でも参加可能）

－ 6－ － 7－

説明会の内容
１． 該当中学英語・数学の進度及び定期試験のレベル、今後の入試改革につ

いて説明いたします。
２．当塾のシステム及び学費関連を説明いたします。

3 とことんコラボを知って頂くための説明会

【第Ⅰ期対象】 学校説明会・入塾説明会
講　座　名 講座番号 日　付 時　間 校　舎

学校説明会【灘】
1 1月27日(日) 09:00－09:50 岡本本校
2 2月10日(日) 09:00－09:50 岡本本校

学校説明会【甲陽】

5 1月27日(日) 10:30－11:20 岡本本校
6 2月  3日(日) 10:30－11:20 岡本本校
7 2月10日(日) 10:30－11:20 岡本本校
8 2月17日(日) 10:30－11:20 岡本本校

学校説明会【神女】

12 1月27日(日) 09:00－09:50 岡本本校
13 2月  3日(日) 09:00－09:50 岡本本校
14 2月10日(日) 09:00－09:50 岡本本校
15 2月17日(日) 09:00－09:50 岡本本校

学校説明会【洛南】 19 1月27日(日) 16:50－17:40 岡本本校

学校説明会【六甲】
22 2月  3日(日) 09:00－09:50 岡本本校
23 2月17日(日) 09:00－09:50 岡本本校

学校説明会【海星】

25 1月27日(日) 14:00－14:50 岡本本校
26 2月3日(日) 14:00－14:50 岡本本校
27 2月10日(日) 14:00－14:50 岡本本校
28 2月17日(日) 14:00－14:50 岡本本校

学校説明会【南女】
32 1月27日(日) 12:00－12:50 岡本本校
33 2月  3日(日) 12:00－12:50 岡本本校
34 2月10日(日) 12:00－12:50 岡本本校

学校説明会【神大附属】 39 2月10日(日) 16:50－17:40 岡本本校
学校説明会【親和】 41 2月  3日(日) 10:00－10:50 岡本本校

学校説明会【小林聖心】

43 1月27日(日) 10:30－11:20 岡本本校
44 2月  3日(日) 10:30－11:20 岡本本校
45 2月10日(日) 10:30－11:20 岡本本校
46 2月17日(日) 10:30－11:20 岡本本校

※甲南女子はSアドとスタンダード、親和はSと総合進学を合同で入学説明会を実施



FAX 送信又は岡本本校事務局まで直接ご持参下さい。
岡本本校事務局　FAX（078）413 － 5847

4 中１準備講座の申込方法と学費
申込方法

１講座  5,000円（税別）　※郵便局振込となり、現金は一切あつかっておりません。

学　費

岡本T&Tビル2F、3F

TEL:078-413-5846
FAX:078-413-5847
神戸市東灘区岡本1-12-14

阪急岡本駅徒歩１分

岡本本校

ハウジングネットワークビル1F

TEL:0798-69-0432
FAX:0798-69-0433

西宮市南昭和町3-32

阪急西宮北口駅徒歩１分

西宮北口本校

COZY夙川2F、3F

TEL:0798-33-3480
FAX:0798-33-3481

西宮市寿町5-17

阪急夙川駅徒歩１分

東大京大館夙川甲陽校

グリーンフラットビル2F

TEL:078-414-6219
FAX:078-414-6229
神戸市東灘区岡本1-5-7

 JR摂津本山駅徒歩１分

東大京大館岡本校

アーバンエステート岡本3F

TEL:078-200-4891
FAX:078-200-4892
神戸市東灘区岡本1-8-23

阪急岡本駅徒歩２分

岡本２号館

TEL:0798-42-8146
FAX:0798-42-8147

西宮市甲風園1-3-3

須澤興産ビル4F

阪急西宮北口駅徒歩１分

東大京大館西宮校
西宮ＴＫ館

初めて当塾各教室に来校される方は、弊社HP（URL：www.study-collabo.jp）
にて詳細なアクセスをご確認下さい。

② " 無料体験講座 "　『わくわく講座』／『英語特別講座』申請書

受講希望の□に ✔ を入れて下さい。

所定の必要事項をご記入下さい。

①準備講座及び 学校説明会（または入塾説明会）申請書

中学別クラスを受講希望の方は各中学校名の入ったものを、総合クラス

を受講希望の方は総合クラスと記載したものをご使用下さい。

参加ご希望の学校説明会の□に ✔ を入れて下さい。

Ⅰ期かⅡ期かご希望の□に ✔ を入れて下さい。

所定の必要事項をご記入下さい。

※上記 2 つの講座は " 無料体験講座 " ですのでご希望される場合のみご提出下さい。

< わくわく講座 > < 英語特別講座 >

1.　準備講座のみご希望の方

▲ 　

①のみ

2.　準備講座と無料体験講座の両方ご希望の方

▲ 　

①②

3.　無料体験講座のみご希望の方

▲ 　

②のみ


