▼栄進の王道でつかむ栄光の栄冠

栄進のトリセツ
[ 高１生用 ]
栄進の特色と高校学習の頑張り方を知り
相乗効果で志望校合格を叶えよう！
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栄進の特色①

手厚い“無料”テスト対策

本当に手厚い高校別テスト対策が受けられるのは栄進だけ！無料体験も大歓迎！
▼これこそ栄進の“本物の”手厚いテスト対策指導！是非比べてみて下さい
栄進では、高１生に対しては学校の授業内容に全力で取り組むことによって推薦入
試の可能性を広げるとともに、一般受験をする際の堅固な土台を築く“本質理解”の授
業を行っています。
科目によって濃淡はあるものの、高校によって使う教科書・内容も異なり、同じ内容
であっても扱うレベルが全然違うといったことも珍しくはありません。よって、高校
生対象の塾・予備校では手厚いテスト対策指導を実施することはまずありえません。
しかし栄進予備校では地域密着・学校内容の指導に精通した専任スタッフが、以下
にあげるような“本物の手厚い指導”を行っています。
栄進予備校では入会に先立ち「無料体験受講」の制度を導入しています。
「無料体験」
でテスト対策授業を実際に体感してみて下さい。

▼英語

English

栄進予備校では英語選択者に対して、各高校で使用しているコミュニケーション英
語教科書の本文を全解析したものを配布、学校での授業に備えてもらい、地ならしを
します。英語表現も含め、定期テスト２週間前より、通常授業の時間帯だけでなく、平
日・土日を問わず、経験豊かな講師が学校別に対策授業を実施します。学校で配布され
るプリントなども精査して対応しますので、一緒に頑張ってもらえれば、必ず好成績
が残せますよ。

▼数学

Mathematics

通常授業とは別に、テスト２週間前から主に土日を利用した対策を行っています。
学校別で行っているので、学校の先生に合ったピンポイントの対策となります。もち
ろん学校で取り扱っているプリントを何度も繰り返し解いていくので、テストでは似
たような問題が出るため、高得点間違いなしです。
また、テスト当日の朝も朝勉を行うので、直前に確認をして、安心してテストに臨む
ことができます。

▼理科

Science

数学同様、テスト２週間前より学校別で授業を行っています。中には、学校は同じで
も教わっている先生によって試験範囲が異なることもありますが、それにもしっかり
と応じて対策しています。学校でのプリントやワークを用いていますので、ピンポイ
ントの対策となります。
こちらも、テスト当日に朝勉を行っていますので、安心してテストに臨むことがで

きています。ちなみに理系の科目（数学も含む）の成績では「５」
「４」の生徒がほと
んどです。苦手な生徒も成績を勝ち取っています。

▼国語

Japanese

テスト前に現代文・古文・漢文のテスト対策教材（解説教材・問題演習教材）を提供
しています。また、内容に応じてはテスト前の学校別対策授業や、学校で使われている
教材をテスト対策教材に加工し直して提供しています。

▼地歴・公民

Society

地歴・公民科目は多くの学校において、
“授業で扱った内容を覚える” ということが
一番の主眼になりますが、その際に一般的な市販の問題集などではどうしても「学校
で扱っていない内容が含まれる」
「学校で扱った内容が含まれていない」という部分が
どうしても出てきてしまいます。
そこで栄進では、基本的に学校で使われている教材をテスト対策教材に加工し直す
ことにより、反復学習のための教材を提供しています。もちろん、地歴・公民に精通し
た講師スタッフも控えていますので、分からないところは分かるまで説明を行います。
「好き・嫌い」はいったん置いておいて、地歴・公民こそ努力が結果に直結する科目
であると言っても過言ではありません。苦手にしてしまってはもったいないですよ。

栄進の特色②

欠席＆学習フォロー“DVD”

万が一、遅刻・欠席してしまっても安心！自分の時間で授業を再度受講できる！
▼中途入会の場合もそれまでの授業を受講できるので安心です！
栄進予備校では、毎回のライブ授
業をＤＶＤに収録し、受講生が自分
の利用できる時間で自由に視聴をす
ることができます。
「部活の都合で授
業に出られなくなった」などという
場合には、是非、ＤＶＤ受講を活用
して下さい。また、
「授業を受けたと
きには分かっていたのに、復習の際
に分からなくなってしまった」
「以前の授業をもう一回受講したい」「部活ですごく疲
れていて、頭に入らなかった部分をもう一度確認したい」など、受講生のニーズに合わ
せて効果的に利用してください。

高校生に充実の“学習環境”

栄進の特色③

栄進の“居心地の良い”環境を最大限に活用して下さい！優しくて熱いスタッフ

▼開校時間

朝 10：00～夜 22：00 まで平日・土日祝日すべて開校
栄進は平日・土日・祝祭日を問わず毎日朝 10：00～22：
00 まで開校しています。自習に励む受験生・テスト勉
強に励む高１・２生を初めとして学校が終わった早い時
間帯から来校して勉強に励んでいます。
また、土曜日・日曜日も専任講師が常駐していますので、
質問フォローもバッチリです。

▼自習スペース

個別ブース・自習用教室を随時開放

授業だけでなく自習スペース（個別ブース・自
習用教室）も開放しています。学校が終わったら
栄進に直行、授業に出席したらまた自習室にこも
って勉強、疑問点があれば専任講師やチューター
に質問…、など栄進の学習環境を利用尽くして下
さいね。授業で予備校に来るのは当たり前、授業
がない日でも予備校に来る習慣がついてこそ立派
な受験生ですよ。

▼サテライン（映像授業）

自分のペースと進度に合わせフレックス受講

Sateline（サテライン）とは、代々木ゼミ
ナールの本部校で行われている授業を、栄進
予備校でも受講できるというシステムです。
個別の受講ブースでＶＯＤ配信される授業
を、自分のレベルや都合に合わせて自分のペ
ースで受講を進めることができます。もちろ
ん無料体験・受講相談も随時ＯＫです。
詳しくはサテライン授業の案内をご覧下さい。

▼部活動を考慮した時間割

部活と勉強の両立を応援しています！

高１、高２生のうちは、部活動に励んでいる生徒も多いと思います。そんな生徒でも
栄進予備校では大丈夫です。基本的には部活動を考慮して授業開始時間を 20：30 から
に設定しています。運動部の生徒さんでは、学校帰りにおにぎり等を買ってきて、授業
前にお腹を少し満たしてから授業に臨んでいます。

抜群の“好成績→合格”実績

栄進の特色④

充実のテスト対策→「テストでの高得点」→「良い成績」→「志望校の合格」

充実のテスト対策を利用して結果を出そう！

▼定期テスト

推薦入試（特に指定校推薦）で大学への進学を考えている人にとって、定期テストの
結果は非常に重要な要素になります。5 月の最初の定期テストから“すでに受験は始ま
っている”のです。
また、栄進予備校では、ただ詰め込むだけの暗記学習ではなく“本質を理解する”こ
とを大切にしています。テスト前だけの“その場限りの学力”ではなく、必要に応じた
定着学習を行っていくことにより、大学受験にも通用する学力へとつなげます。
定期テストを頑張って推薦を取りたい人にも、その先の大学受験（一般受験）を考え
ている人にもバッチリの学習環境を提供いたします。
【在籍生のテスト結果例】
●茅ヶ崎北陵高校
栄進平均

学校平均

差

数学Ⅰ

79.0

55.6

+23.4

数学 A

66.5

50.3

+16.2

化学基礎

80.0

56.8

+22.2

栄進平均

学校平均

差

数学Ⅰ

63.8

47.2

+16.6

数学 A

68.8

47.2

+21.6

物理基礎

84.8

63.6

+21.2

栄進平均

学校平均

差

数学Ⅰ

92.0

58.2

+33.8

数学 A

82.3

56.5

+25.8

栄進平均

学校平均

差

数学Ⅰ

58.5

28.0

+30.5

数学 A

75.0

55.0

+20.0

栄進平均

学校平均

差

コミュ英語

78.5

63.2

+15.3

英語表現

78.0

66.4

+11.6

栄進平均

学校平均

差

コミュ英語

82.2

66.5

+15.7

英語表現

87.0

72.6

+14.4

栄進平均

学校平均

差

コミュ英語

65.3

49.0

+13.3

化学基礎

79.0

54.9

+24.1

栄進平均

学校平均

差

コミュ英語

61.0

49.0

+12.0

化学基礎

83.0

30.0

+53.0

●鶴嶺高校

●茅ヶ崎高校

●茅ヶ崎西浜高校

▼合格者の声

祝合格！おめでとうございます
2017 年 小山 実央さん（茅ヶ崎北陵高校）

北里大学
薬学部・薬学科
【指定校推薦】

●私の考える“志望校合格の要因”
１年生の時からコツコツ頑張ってきたことだと思います。高校では順位が出るようになり、はじめ
は私の負けず嫌いな性格から上位を取りたいがために頑張っていました。そこから２年、３年と根性
で乗り切って良い成績が取れました。指定校推薦の試験では小論文と面接がありました。私は小論文
がとても苦手でしたが、先生が何度も添削・アドバイスをしてくれたおかげで、本番ではスラスラ小
論文を書くことができ、無事合格することができました。
●栄進予備校に通って良かったところ
栄進のライブ授業は、学校の授業とは異なり、表面だけでなくちゃんと根本から教えてくれるので、
とても分かりやすかったです。また、学校別にテスト対策をしたり、英・数以外の教科もやってくれ
るのでテスト対策はいつもバッチリでした。

一番良かったところは、いつでも先生に質問しに行け

るところです。授業中にも質問できるし、自分で勉強して少しでも疑問に思ったところを何でも質問
できるので、もやもやすることなく進めて、本当に助かりました。あと、先生たちはみんな面白くて、
いつも笑わせてくれるので、塾に行くことを苦痛に思ったことは一度もありませんでした。
●後輩たちへのアドバイス
定期テストを軽くあしらわないでほしいです。一般で受験するからどうでもいいと思う人もいるか
もしれませんが、学校のテストでできなければ、入試問題もできないと思います。なので、まずは学
校のテストでしっかり基礎を固めておくといいと思います。定期テストをちゃんとやっておいて損は
ないです。あと、分からないことがあったとき、絶対そのままにせずに、すぐに学校の先生や栄進の
先生に質問しに行くようにしてください。
●講師・スタッフへ
３年間お世話になりました。尾坂先生の授業は分かりやすいし楽しくて、いつもパワーをもらえま
した。尾坂流の教え方のおかげで数学が好きでいられました。河本先生の英語の授業を受けて、高１
のときに、中学までの考え方から変わって英語が楽しくなりました。稲垣先生・夏目先生・安藤先生・
神戸先生も授業は受けていないけどたくさん質問に対応してもらって本当に助かりました。チュータ
ーの方も勉強だけでなく進路や大学生活のことをリアルに聞けるのでとてもためになりました。３年
間栄進に通って良かったです。ありがとうございました。

2017 年 伊藤 結菜さん（茅ヶ崎高校）

明治学院大学
経済学部・経済学科
【指定校推薦】

●栄進予備校に通ってよかったところ
３年間、お世話になりました。私は最初から指定校狙いで栄進予備校に通っていました。予備校と
聞くと、一般受験のためのような気がしますが、この栄進予備校ではとにかく指定校狙いの生徒用の
授業さえも充実していました。また、私は部活動とも両立していたので、それに合わせて授業を遅い
時間にしてくれたり、休んでも DVD で録画してあるので、しっかりと両立出来ました。テスト前に
なるとそれぞれの学校に合わせて試験内容をやって下さったりプリントをもらっていました。またど
の先生に質問しても分かるまで教えてくれるので宿題さえも一緒にやってくれました！この栄進予
備校に通っていなかったら、第一志望の明治学院大学の指定校は取れなかったと思います。先生方に
は感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。一生大好きな場所です。
●講師・スタッフへ
河本先生には１年の頃からずっとお世話になりました。通常の授業では、一般受験でも役立つよう
な基礎から教えて頂き、テスト前の授業になると茅ヶ崎高校の教科書や過去問を合わせて先生のオリ
ジナルプリントを作って下さいました。日頃の宿題も一緒にやってくれました。１番相談したり頼っ
たり迷惑をかけた先生だったと思います。
夏目先生は理系科目を得意にしてくれた本当に素晴らしい先生です。茅ヶ崎高校の授業が終わる時
間に合わせて授業時間を変更してくれ、テスト範囲のプリントを全部渡せばまとめてくれてプリント
をつくってくれてそのプリントをやれば本当に１００点近い点数は毎回取れていました！不安な生
徒に最後の最後まで寄り添って時にはテスト当日の朝６時からの授業があったりしました。そのため、
自信を持ってテストに挑めたと思います。

2018 年 廣田 将則くん（茅ヶ崎北陵高校）

早稲田大学
創造理工学部・総合機械工学科
【指定校推薦】

●私の考える“志望校合格の要因”
高校１年生の時から勉強を習慣づけたり、１つでも主体的に「学びたい」と思える教科を増やして
きたことだと思います。
「学びたい」と思ったらすぐに実行していきました。
●栄進予備校に通ってよかったところ
先生と生徒の距離感が近く質問をしやすい環境だったことが良かったです。
高２の時に、ある先生に「まっさん少し変わったんじゃない？」とプラスの発言をしてもらってか
ら勉強にかなり熱が入ったのを今でも覚えています。
●後輩たちへのアドバイス
焦らず、まずは１つ「学びたい」と思える強化を作っていけば、高３時にはあれもこれも「学びた
い」と思えるようになるはずです。目標をもって実行しよう！
●講師・スタッフへ
高１春から初期メンバーとして長い間お世話になりました。
いつも楽しくも真面目な授業を通じて、今では３年分の思い出があります。
これからの生徒に寄り添った"栄進予備校"らしい授業をよろしくお願いします。

推薦入試を活用しよう！
“高１の最初の定期テスト”からすでに大学受験は始まっている！
学校での成績が物を言うのが推薦です。学校での成績とは即ち定期（中間・期末）テ
ストの成績です。テストは基本的に教科書から出題されるので、いかに効率よく学習
できるかが鍵になります。１年生の最初のテスト結果から資料として用いられる点が
中学校の内申点とは違うところなので、心に留めおくようにしましょう。
１・２年３学期（または後期）と３年１学期（または前期）につく成績を「評定値」
と呼び、その合計した数値を科目数で割ったのが『評定平均値』です。この値が高けれ
ば高いほど推薦を受けられる可能性も高くなるわけです。尚、評定値算出に使うのは
５段階評価なので、高校での成績が１０段階評価という人は、１０・９→５、８・７→
４、６・５→３．
．
．
．という具合に１０段階での成績を５段階に換算する必要がありま
す。目安として評定平均値 4.0 というのを頭に入れておきましょう。
詳しくは『準備講座』の期間中にお話しますね。

新高１通常クラスのご紹介
他塾・予備校では真似のできない“テスト対策（無料）”実施します！
クラス数

通常授業回数

目標

４～６クラス
[高校別・レベル別]

英語 90 分×週１回

各高校の定期テストで高得点を狙うこ
とを目標とします。評定４以上の成績
獲得を一つの目標とします。

授業料

数学 90 分×週１回

通常クラス（英語・数学）
＋各種テスト対策（５教科）全て含めて

￥22,000

税抜き

※月額の授業料です。金額表示は税抜きです。英語・数学いずれかの１講座だけの選択も可能です
また、各高校の定期テスト前には「高校別テスト対策授業」
（無料）を実施いたします。
※その他、諸経費（年２回）を頂いております。詳細は「入会案内」を御覧下さい。

●受験生を強力サポート
●茅ヶ崎駅徒歩 4 分
●無料体験・受講相談随時
〒253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-2-43 サーパス茅ヶ崎Ⅱ ２F

TEL.

www.eishinyobikou.com

