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高卒本科コース

東大・京大などの超難関大

①あなたの志望にピッタリのコース！

「智翔館高卒本科コース」の特長

国公立医学部・歯学部・薬学部

難関有名私大

難関国公立大／上位国公立

看護学校受験／短大専門学校



高卒本科コース

朝礼・終礼

HR
毎日の行動確認

音読や高速暗記

②高校のクラスのような雰囲気です

「智翔館高卒本科コース」の特長

グループ面談
志望の近い仲間と競
い合うことで磨かれる
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田崎幸治

③東進随一の指導力を誇る本科コース担任

「智翔館高卒本科コース」の特長

中村緑

東大・京大・医学部はじめ、毎年難関大へ多くの合格者を輩出する智翔
館東進№１コーチ。情熱と経験に裏付けられた指導は、あらゆる現状を打
ち破る支援となる。誰からも慕われる人柄も魅力。

難関大・国公立大指導ならお任せ。看護学校や専門学校等への幅広い受
験指導も魅力。日本青少年育成協会認定準上級教育コーチ。明るさと元
気の良さで、やる気と能力を引き出すグループファシリテーションが特徴。
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入校式

④多彩なイベントが魅力！刺激を受けよう

「智翔館高卒本科コース」の特長

合格祈願参拝 学習合宿

OB・OGセミナー

オリエンテーション

その他、自学力研修や壮行会など
のイベントで受験力を磨きます！
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東進模試を指標に2か月単位で目標設定

⑤あなたのための学習計画で成績を伸ばします！

「智翔館高卒本科コース」の特長

毎週火曜に向上目標を定め、毎日の計画を練る

・ ・ ・

毎日の朝礼・終礼で振り返り「リプラン」することで達成に近づく
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「智翔館高卒本科コース」は伸びる！

合格するための
予備校です！

志望校に

・ ・
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東京大学理科Ⅰ類に合格した
長田君（北高卒）のセンター得点の伸び

800

820

840

860

880

900

現役 4月 6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

本番で８８４点/９５０点！で９割突破！
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【通期講座】１３講座
高速基礎マスター

【英語】英作Ⅵ/東大英語

【数学】微積もぐんぐん応用

東大対策理系数学

記述型答案練習数学

【国語】センター現代文９０％

東大対策国語

センター古文ＰＡＲＴ①②

【理科】ハイレベル化学①②

ハイレベル物理①②

【過去問】過去問演習講座センター対策

東京大学過去問演習講座

長田君の履修した講座

東大対策講座でじっくりと二次
力を養成！苦手な現代文は
センターからやり直し！

（本人から）高卒の人は2度目の受験の人
も1度目の受験の人もいると思いますが、
絶対に大事なのは「試験を楽しむこと」です。
センター試験でも2次試験でも、ニコニコし
ながら受けて下さい。実際、人は笑顔を作
るとなんかのホルモンが出て、心が安らぐ
そうです。詳しくは知りませんが。ちなみに
僕は、2次試験の日を勝手に「入学式」だと
思い込んで、クラス分けテストを受けるつも
りで挑みました。1問解くごとに「よし！」と
思ってニコニコしながら解きました。
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九州大学芸術工学部に合格した
高橋君（北高卒）の伸び

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

現役 4月 6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

現役時代からダウンした学力も、夏に一気
に伸び、１０月に安定！２次対策も万全に。

弱点だった英語を基礎から鍛えなおした！

950点満点
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【通期講座】１４講座
高速基礎マスター
【英語】文法Ⅲ/総合Ⅳ/構文Ⅳ
【数学】数学ぐんぐん基礎/応用

微積もぐんぐん基礎/応用
【理科】難関大物理①②

ハイレベル化学①②

【過去問】
過去問演習講座センター対策
九州大学過去問演習講座

高橋君の履修した講座

（担任より）合格おめでとう！英語の暗記に
苦しみながらも、音読や自分で日々作成す
る１０問テスト、そして高速マスターの徹底。
絶対に諦めず自分に合う様々な方法を試し、
英語の基礎力完成を果たしましたね。第一
志望への強いこだわりが、粘り強さに繋がっ
たと思います。グラフィックデザイナーになる
という夢の実現のため、大学でも頑張ってく
ださい！

英語は基礎からやり直し。
得意の理科は、ハイレベル
講座を。
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京都大学工学部に合格した
竹田君（北高卒）のセンター得点の伸び

600

650

700

750

800

850

現役 4月 6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

センター過去問演習に早くから取り組み実
践力を強化。講座は２次レベルをじっくりと。

本番ではきっちりと目標突破！

950点満点
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【通期講座】１５講座
高速基礎マスター

【英語】英作Ⅳ/難関大国立英語

【数学】数学ぐんぐん基礎/応用

微積もぐんぐん基礎/応用

京大対策理系数学

【国語】センター現代文９０％

センター古文９０％

【理科】ハイレベル物理①②

ハイレベル化学①②

【過去問】

過去問演習講座センター対策

京都大学過去問演習講座

竹田君の履修した講座

（担任より）現役時代の二次力不足
を解消するために、二次対策講座を
しっかりと積み上げました。不安のあ
った国語はセンター力を完成。最後
は過去問演習講座で得点力を磨き
見事に１年前のリベンジを果たしまし
た。ミスを防ごうとする細かい注意力
や石橋をたたいて渡るような堅実な
勉強が実を結んだと思います。

数学は100コマの授業
を受けて、基礎からじ
っくりと鍛え上げました。
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広島大学工学部第３類に合格した
山下君（北高卒）のセンター得点の伸び

450
470
490
510
530
550
570
590
610
630
650
670
690

現役 4月 6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

英語・数学を中心に基礎から
見直しました。

英語は順調に伸びていき、２次力までつきました！

950点満点
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【通期講座】１７講座
高速基礎マスター

【英語】文法Ⅱ/総合Ⅲ/偏差値アップ

難関大英文読解①②

【数学】受験数学ⅠAⅡB基礎/応用

受験数学Ⅲ基礎/応用

【国語】現代文トレーニング

【理科】スタンダード物理①②

スタンダード化学①②

【過去問】過去問演習講座センター対策

広島大学過去問演習講座

山下君の履修した講座

（担任より）計画をしっかり立て、
それに従って着実に動くことが
出来た山下君。中高通して苦
手としていた英語も、基礎を怠
ることなくコツコツ積み上げてい
きました。また英語長文読解を
得意にするため、論理的な文
章の読み方を鍛える意味で、
早くから現代文トレーニングに
も取り組みました。

英語・数学は基礎から
積み上げた！現代文
受講で論理力強化！
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広島大学工学部第3類に合格した
西浦君（北高卒）のセンター得点の伸び

500

550

600

650

700

現役 4月 6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

数学はセンター試験の対策を徹底！

数学は復習を徹底！講座を繰り返し受講！

950点満点
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【通期講座】１６講座
高速基礎マスター

【英語】文法Ⅳ/偏差値アップ

ナビⅣ

難関大英文読解①②

【数学】センターⅠA９０％/ⅡＢ９０％

受験数学Ⅲ基礎

難関２次私大対策数学Ⅲ

【理科】スタンダード物理①②

スタンダード化学①②

【過去問】

過去問演習講座センター対策

広島大学過去問演習講座

西浦君の履修した講座 数学は基礎から！
英語はさらに伸ば
す！科目ごとのプラ
ンが立てられるもの
東進の強み！

（本人より）

合格することへの強い思いをも
って毎日の計画を立てて実行
し、その計画をやりきれば達成
感もあり、とても中身のある学習
が出来ると思います。また、合
格した先のイメージを少し持つ
ことで勉強によりやる気が出て、
とてもはかどります。後輩の皆さ
んも頑張って！ことができると思
います。
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青山学院大学総合政策学部に合格した
土橋君（久留米付設卒）のセンター得点の伸び

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

現役 4月 6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

私立大文系型の５５０点満点での伸び

センター出願と私立一般の勉強を両立
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【通期講座】１１講座
高速基礎マスター
【英語】Ａ組/Ｂ組/Ｃ組

センター英語９０％
【国語】センター現代文９０％

現代文トレーニングⅢ
ビジュアル古文基礎/応用

【地歴】難関大世界史演習
【過去問】

過去問演習講座センター対策

土橋君の履修した講座

（担任より）合格おめでとう！自宅浪人時代は
模試後に会うたびに表情が暗くなっていって、
本当に心配していました。8月に本科コースに
入学してからは、それまでの遅れを取り戻す
ために、必死に勉強していましたね。自分で
の勉強経験があったからこそ、基礎力の大切
さがわかっており、高速マスターや基礎講座
の受講に力を入れていたのが、好結果に結
びつきました！

センターと私大対策の
講座ラインナップで
丁寧に進んだ！
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九州大学経済学部に合格した
中山さん（北高卒）のセンター得点の伸び

650

670

690

710

730

750

770

790

810

830

850

現役 4月 6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

７２０点から本番は８２３点まで
アップ！センターと２次対策の
両立をした。九州大学へ出願。

冬には７５０点越えで安定。本番は８２３点
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【通期講座】１５講座
高速基礎マスター

【英語】英作文Ⅵ

ナビⅨ 難関国公立大英語

【数学】受験数学（難関）（応用）

【国語】難関古文

ビジュアル古文（応用）

センター現代文９０％

現代文記述論述トレーニング

【理社】センター対策生物・化学

センター対策日本史・世界史

【過去問】

過去問演習講座センター対策

九州大学過去問演習講座

中山さんの履修した講座 数学は難関講座ま
で！英語は英作文も
丁寧に！１年で「本当
の学力」がつきまし
た！

（担任より）

得意科目の数学・英語であって
も、自分の実力を過信せず、基
礎から丁寧に学習しました。そ
の結果、九州大学の過去問演
習では、数学が満点だったこと
もありました。自信を持って、セ
ンター・２次に臨めましたね！

ができると思います。
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九州工業大学に合格した
矢野君（北高卒）のセンター得点の伸び

550

570

590

610

630

650

670

690

710

730

750

現役 4月 6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

夏まではセンター対策を徹
底！その後２次対策との両立
を図る。

現役時は５００後半だったが、
本番は７００を越えた！
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【通期講座】１５講座
高速基礎マスター

【英語】文法Ⅱ、文法Ⅳ、総合Ⅳ

上位国公立大英語

本科ナビⅢ

【数学】センターⅡＢ９０％

受験数学ⅠAⅡB（応用）

受験数学Ⅲ（基礎）（応用）

【理科】スタンダード物理①②

スタンダード化学①②

【過去問】

過去問演習講座センター対策

矢野君の履修した講座 苦手だった英語も基
礎からじっくり取り組
みました。高速マスタ
ーで単語・熟語暗記
も完璧に！

（担任より）

わからないところは、解かるまで、
徹底して繰り返していました。
バックアップサービスも活用し
て、過去問演習にも熱心に取り
組んでいました！

オープンキャンパスに行ったり、
将来のことを考えたり、自らの
モチベーション管理も上手でし
たね！
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長崎大学教育学部（中等数学）に合格した
山口君（高専卒）のセンター得点の伸び

350

400

450

500

550

600

650

700

6月 8月 10月 12月 本番

センター本番
レベル模試

大学受験を決意し５月から入
塾。半年間で６６５点まで！

１日４コマを毎日継続！速習で一気に伸びた。
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【通期講座】１７講座
高速基礎マスター

【英語】文法Ⅰ・Ⅱ 総合Ⅱ

センター対策英語７０％

【数学】高校対応数学ⅠA・ⅡB

センター対策数学ⅠA・ⅡB７０％

受験数学ⅠAⅡB（応用）

受験数学Ⅲ（基礎）

【理科】高校対応物理・生物

センター対策物理・生物

【社会】ベーシック日本史

センター日本史

【過去問】

過去問演習講座センター対策

山口君の履修した講座 努力と集中力。そして
基礎講座からの積み
上げ式で、約半年で
２５０点アップ！
すごい！

（本人より）

入塾するまでは、センター試験
の仕組みすら知らないど素人
でした。東進の高速学習で英
語の土台が出来、他の教科も
自分に合った講座を選ぶことで
つまずくことなく、成績を伸ばす
ことができました！短期間での
大幅得点アップは、東進のシス
テムだからこそ、成し遂げること
ができました！

ことができると思います。
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など多数合格！
現役浪人、４校舎
合算の人数です。

http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=3/ig=411x377/id=buzzc1lZUzWsDVclw/fi=medium/l=tm/da=g/tid=MMSI04_01/bzi=1/q=%E6%A1%9C %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E6%A1%9C+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ib=1
http://srd.yahoo.co.jp/IMG/r=3/ig=411x377/id=buzzc1lZUzWsDVclw/fi=medium/l=tm/da=g/tid=MMSI04_01/bzi=1/q=%E6%A1%9C %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E6%A1%9C+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ib=1
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など多数合格！
現役浪人、４校舎
合算の人数です。
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相談会日程

智翔館では学校説明ならびに学習相談を下記の日程で
行っております。まずは、メールやお電話で、お気軽にお問
合せください。

毎週 水曜・木曜・金曜・土曜

① 11：00

② 15：00

③ 18：00

上記時間以外でも対応いたします。

また、高校に出向いて個別説明いたします。

お気軽に、お申し出ください。


