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 ■ 2021 年度春期集中セミナーについて ■  

 
何事も最初が肝心！ 今年から高校３年生になる人はもちろん、春から高校生になるキミにとっ
ても１学期を迎えるまでにどれだけ準備ができているかが、これからの 1 年間の成績を左右し
ます。 
皆さんは新学年に向けて準備万端ですか？ 新高３の皆さんはついに受験学年となり、希望の進
路に挑戦する、人生でとても大事な１年に突入します。また新高１・２の皆さんも、他人事では
ありません。同学年のライバルたちの中には既に受験勉強を始めている人もいますよ。 
勉強する気持ちはあっても、何をやればいいか分からない。そこで長井ゼミでは１学期を迎える
までにこれだけは完璧にしてほしい！ これさえやればライバルに勝てる！ という成績アップ
のエッセンスがギュッと詰まった講座を用意いたしました。 
全学年全クラスとも４日間で１講座 9，０００円です。春期集中セミナーで準備を万全にして、
気持ちよく新学年のスタートを迎えましょう！！ 
 

◆ 開講期間：3 月 12 日（金）～ 4 月 2 日（金） 

◆ 時間割：別紙をご覧下さい  ※ 各ターム 4日間連続 

第 1ターム  ：  3/12（金） ～ 3/15（月） 

第 2ターム  ：  3/16（火） ～ 3/19（金） 

第 3ターム  ：  3/21（日） ～ 3/24（水） 

第 4ターム  ：  3/25（木） ～ 3/28（日） 

第 5ターム  ：  3/30（火） ～ 4/20（金） 

◆ 申込期間： 2 月 15 日（月） より受付開始 

 

＊ 定員に達した講座から順に受付を締め切りますのでご了承ください。 

（申込期間より前の受付は原則いたしません。） 

＊ 受付時間：月曜日～土曜日の１３：３０～２１：００ 

＊ 日曜日は事務局が休みのため受け付けておりません。 

 

◆ 申し込み方法： 

申込用紙に必要事項を記入の上、受講料とともに長井ゼミ事務局に提出して下さい。 

春期集中セミナーの受講料は現金のみ受け付けております。 

◆ 入塾金：不要 

◆ 受講料（全学年共通）： 

受講料 

１講座（８０分×４日間） 9，０００円(税込) 

  

※ 申込後の受講料の返金は規定に則り可能です。『2021 年度生長井ゼミ高校部入塾手続ご案

内』(水色冊子)のｐ11～12 をご確認ください。ただし、開講後の解約については、受講期

間や回数、料金などによって返金が発生しない場合もありますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

※ 増設等につきましては、随時ＨＰ等をご確認ください。(http://www.nagaizemi.com) 
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難関大学・医学部に向けて春からスタート！ 

長井ゼミでは全学年・全授業で実力講師が生で授業をします！ 

 
★ 新高３生・卒生 

英語・国語・数学・理科・社会         P３～P９ 

 

 

 

 
 
 
 

★ 新高２生 

英語・数学・理科                    P１０～P１２ 

 

 

 

★ 新高１生 

英語・数学                           P１３～P１４ 

 

 

 

 

 

 

 

★ 長井ゼミ高校部からのお知らせ     P１５ 

 

 

 

これから始まる受験勉強。受験勉強は厳しいもので、高２までの勉強法と同じ方法

ではとても太刀打ちできません。 

「合格する」ことに何が必要か？ ４日間で合格への最短ルートを示し、知識を身

につけてもらいます。 

４月になる前に他の受験生に差をつけてしまいましょう。難関大学・医学部に多数

の合格者を輩出しているスーパー講師が生で皆さんに語りかけます。 

 

 

いよいよ始まる高校生活、新しい環境で学び始める季節ですが、それは同時に大学

受験のスタートの時期でもあります。本質をきちんと掴み、良質の問題で勉強する

と３年後の受験に向けて１歩先にリードできます。春から 4 日間頑張って高校の授

業が始まる前にライバルと差をつけませんか？ 

 

 

現役合格を目指すには、学校で習っていることに加えて自分の進路に必要なことを 

どれだけ早い時期から勉強していくかが大きな差となります。 

２年生から文理が分かれる学校も多く、本格的に受験勉強を始める絶好の学年。 

習うなら要領よく、分かりやすく習いたいもの。長井ゼミに任せなさい！ 
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《《講講座座紹紹介介》》  

【新高３・卒生の講座】 

《英語》 

講座名称 レベル 講座内容 

超ハイ・広仁門 

英語 
☆☆☆ 

来年度、東大・京大・医学部受験を考えている人向けの講座です。東大・

京大などの国立大学の過去問を題材にして、超ハイレベルな長文の読み

方、あるいは重要な表現や構文をマスターしていきます。最高峰の大学・

学部を目指すなら、この春期集中セミナーから早めのスタートを切りま 

しょう！ 

ハイレベル英語 ☆☆ 

来年度、阪大・九大・神大などの難関大学受験を考えている人向けの講座

です。上記のような大学の過去問を題材にして、長文の読み方、あるいは

重要な表現や構文をマスターしていきます。難関大学現役合格の鍵は早く

から受験勉強をスタートさせることです。この春期集中セミナーから良い

スタートを切りましょう！ 

広大・スタンダード 

英語 
☆ 

広大レベルの国公立大学の合格を目指す人を対象とした講座です。春期集

中セミナーでは、英文読解や英文法の問題を基礎からきっちり扱いなが

ら、これから１年間、英語学習をどのように進めていけばよいのかを示し

ます。現役合格に向けて、最高のスタートダッシュを決めましょう！ 

高３尾崎英語 

（リーディング） 
☆☆～☆☆☆ 

高３尾崎英語（リーディング）では、最新の入試事情に合わせて、和訳や

読解問題だけでなく、２００字前後の日本語で筆者の意見をまとめる要約

問題や総語数１０００語を超える長文問題の解法を習得します。問題演習

を重ねるごとに答案作成能力が身につく構成になっています。文法・和訳

スキル、読解スキルを飛躍的に向上させ、難関国立・私立大学の入試に   

十分な英語力と答案作成能力を完成させます。春期集中セミナーでは、  

長文問題、要約問題など様々な形式の問題を素材とし、尾崎英語の長文読

解スキル・和訳スキルをいかに活用するかについて、伝授していきます。

尾崎英語の様々な英語スキルを体感してみよう！ 
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高３尾崎英語 

（ライティング・ 

リスニング） 

☆☆～☆☆☆ 

高３尾崎英語（ライティング・リスニング）では、文法・語法・構文力を

駆使して、身近な事柄だけでなく、抽象的で難度の高い日本語も英語で表

現する能力を習得します。また、国公立大学で頻出のテーマに関する自由

英作文の書き方についても、順序だてて伝授していきます。さらにリスニ

ングについては、共通テストで出題が予想される形式の問題を、形式別に

演習することによって、それぞれの形式の問題をどう攻略するかについて

伝授します。春期集中セミナーでは、和文英訳問題、自由英作文問題を   

素材とし、尾崎英語の英訳スキル・英語論文作成スキルを分かりやすく伝

授していきます。尾崎英語の様々な英語スキルを体感してみよう！ 

高３尾崎英語 

（共通テスト） 
☆～☆☆ 

高３尾崎英語（共通テスト）では、共通テストで出題が予想される形式の

問題を形式別に演習します。問題演習を通じて、基礎～発展的な英語力が

身につく構成になっています。文法・和訳スキル、読解スキルを習得し、

共通テストだけでなく、中堅国公立・私立大学の入試に必要な英語力を  

完成させます。春期集中セミナーでは、共通テスト形式の問題を素材とし、

尾崎英語の長文読解スキル・和訳スキルを、初めて尾崎英語の授業を受け

る人にも分かりやすく伝授していきます。尾崎英語の様々な英語スキルを 

体感してみよう！ 

 

☆☆☆…東大・京大・医学部・早慶レベル 

☆☆……阪大・九大・関関同立レベル 

☆………広大及び中堅私立大レベル 

  

 

Ｏ.Ｍ（基町高校） 

山口大学 共同獣医学部 獣医学科 合格 

長井ゼミには高２の春期講習から入りました。はじめは数学だけでしたが、夏からは尾

崎英語、３年生からは伊藤先生のセンター国語、貝野先生の化学も受講しました。 

私は中学生の頃から数学が苦手でしたが、長井の授業と大丈夫問題集のみでセンターだ

けでなく、二次も乗り越えることができました。斉野平先生は私のくだらない質問にも

やさしく答えてくださるので、授業後毎回質問に行っていました。 

尾崎英語でお世話になった三木先生には学校の課題の英作文の添削などを頼んだりし

ていました。学校以上に一人ひとり見ていただけるのでおススメです。 

化学と国語は先生方の言葉を信じて授業テキストを何度も復習し、本番は国語は９割、

化学は８割を超える点を取れました。化学と国語で悩んでいる方は、長井以外ありえな

いですよ！！ 

長井の先生方に出会えて本当に良かったです。ありがとうございました。 

春期集中セミナーを受講した先輩たちの声♪ 
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《国語》 

講座名称 レベル 講座内容 

共通テスト古典 

～古典読解の要
かなめ

～ 

共通テスト 

対策 

古文も漢文も、単語と文法・句法を覚えることが大事。でも、覚えたから

といって読めるとは限らないのです。決して暗記だけでは片付けられな

い。古典の読解は「誰が何をどうした」を捉えることが要
かなめ

‼ 

さあ、この春から古典を始めて、秋には読める自分を実感しませんか? 前

期から始まる国語の授業の根っこになる講座です。国語で８割以上の得点

をしたいなら、必須の講座！ 

共通テスト 

現代文解法 

（全体読解の巻） 

共通テスト 

対策 

「現代文なんて、フィーリングでしょ！」と軽視している人も、「言葉が

難しくて…」と不安いっぱいの人も、現代文にも、読み方・解き方があ  

るって知ってますか？ 根拠をもって解答するためにおさえるべきポイン

トをこの講座でモノにしませんか？ 読解力を養うなら、今が始めるとき

です。国語は早く始めたもん勝ち！ 

 

※共通テスト現代文解法(全体読解の巻)(担当:伊藤)の 4 回目の授業は 

 ターム期間外の 4 月 3 日(土)に実施いたします。詳しくは時間割をご確認ください。 

 

Ｎ.Ｍ（ＮＤ清心高校） 

京都大学 総合人間学部 合格 

同志社大学 社会学部 社会学科 合格 

私は高３の春期講習から長井ゼミに入りました。 

もともと数学があまり得意でなく、長井ゼミに通っていた友達から長井の数学がいいよ

と進められてまず春期講習に参加しました。そこで大川先生の授業のわかりやすさに感

動して長井に入ろうと決めました。数学で少し苦手意識がある人、逆に得意でより得点

源にしたい人は長井の数学を一度受けてみてほしいです。 

また、大川先生との面談で二次の国語が不安なことを相談したところ、伊藤先生にアド

バイスをお願いしてくださり、国語の添削指導もしていただけることになりました。通

常授業を取っていない科目の先生方もこんなに親身になって指導してくださるのは、本

当に長井だけだと思います。授業の分かりやすさはもちろんですが、質問や相談も笑顔

で受けてくださり、本当に心強い存在でした。 

長井にきていなかったら、私は京都大学に進学できていなかったと思います。本当に感

謝しかありません。ありがとうございました！ 

春期集中セミナーを受講した先輩たちの声

♪ 
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《数学》 

講座名称 レベル 講座内容 

数列制覇 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

A：☆☆☆ 

B：☆☆ 

C：☆ 

数列は他の分野と融合して出題される重要な単元です。この数列を中心

に、最近の入試傾向をふまえて、入試演習を行います。口当たりの良い、

等差・等比数列の典型問題から、驚きの一撃解法まで、入試頻出問題を   

きっちり咀嚼してもらいます。これで数列も得点源だ！ 

複素数平面制覇 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

A：☆☆☆ 

B：☆☆ 

C：☆ 

数学Ⅲ「複素数平面」の重要事項を 4 日間でマスターします。複素数平面

の基本性質からはじめて、考えにくい図形との融合問題をわかりやすく解

説。たった 4 日間で「複素数平面」は君の得点源！ 

※ 数学Ⅲ未履修でも受講可能です。 

エッセンシャル 

数学Ⅲ 
☆～☆☆☆ 

はじめて数Ⅲを習う人のための講座です。この春から数Ⅲを受講してみた

い。だけど、数Ⅲなんて習ってないなぁ…という人におくる春期限定スペ

シャル講座！ 数Ⅲの微分、積分計算を 4 日で仕上げます。この講座から

数学Ⅲをスタートしましょう！ 

共通テスト 

数学ⅠAⅡB 
☆～☆☆ 

共通テストの数学と記述の数学は全く違う。数学力を高めるには記述

対策が一番！しかし、共通テストも不安。。。そんな君に贈る春だけの

特別対策講座。最初の共通テスト模試で調子に乗るか、凹むか、決め

るのは今です。 

 

☆☆☆…東大・京大・医学部・早慶レベル 

☆☆……阪大・九大・関関同立レベル 

☆………広大及び中堅私立大レベル 
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《化学》 

講座名称 レベル 講座内容 

化学マスターへの道 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

A：☆☆☆ 

B：☆☆ 

C：☆ 

化学の理論分野２大単元『酸塩基』『酸化還元』をたった４日間で制覇し

ます。簡単なようで意外と奥深いこの２単元は、今後学習する様々な単元

につながりをもつ重要単元。この講座を受講して得意分野にしちゃいま 

しょう！ 受講後、「こんなに簡単な単元だったの！？」と思うこと間違い

なしです。 

気体のすべて 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

A：☆☆☆ 

B：☆☆ 

C：☆ 

化学の理論分野の中で最も難しいと考えられる気体の単元を 4 日間で 

仕上げます。なぜ、最も難しい単元を春休みに学習するかと言うと。。。 

・この単元で他の人と差をつける。 

・難しい単元を早く学習すれば、何回も繰り返し復習することができる。 

こう聞いてしまうと、この講座取らない訳にはいきませんよね！ 

文系受験生集まれ！ 

「化学基礎の登竜門」 

共通テスト 

対策 

（文系用） 

化学基礎で必要とされる知識（物質の構成・周期律・結合と結晶・反応量

計算など）を４日間で学習します。簡単なようで、実は間違えて理解して

いることが多い範囲を、この春にしっかり身につけましょう！！ 

この単元を制覇するだけで、25 点以上は堅いです。最終的には、共通テ

ストの問題を確実に解けるようにしてしまいます！ 

※ 残りの単元は、夏期集中セミナーで行う予定です。 
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《物理》 

講座名称 レベル 講座内容 

受験物理 

・要の力学  

Ａ・Ｂ・Ｃ 

A：☆☆☆ 

B：☆☆ 

C：☆ 

受験物理を極める道はここから始まります。主に「放物運動」「力のつり

あい」「剛体のつりあい」など力学前半のテーマを扱います。数学的理解

と直感的理解に重点を置いて深く理解することで、一気に入試レベルまで

引き上げ、完成させます。この４日間で伝授する解法は、分野を問わずこ

れから受験物理を難問まで攻略していくための必須技術です！得意な人

も苦手な人も 1 学期講習会までに、これらの分野を仕上げると共に解法を

しっかり身に着け、物理を武器にしていこう！ 

※ １学期講習会では続きの単元を学習していきます。 

※ 共通テストで「物理基礎のみ」を必要とする人は、 

  この講座は必要ありません。 

 

 

《生物》 

講座名称 レベル 講座内容 

スマッシュ！生物！ 

Ａ・Ｂ 

A：☆☆☆ 

B：☆☆ 

理系生物の講座です。 

４月から始まる高３生物を踏まえ、生物最初の範囲「細胞のつくり」「タ

ンパク質と酵素」の単元を扱います。生物の基本となるこの分野の理解無

くして、応用問題は解けません。まずは基本的な講義を行い、大学入試レ

ベルの演習まで進めます。春期集中セミナーの４日間であらゆるパターン

を解き、様々なタイプの問題にも対応できるよう、完璧にしていきましょ

う！！未来の自分にスマァァァァァァァッシュ！ 

※ １学期講習会では続きの単元を学習していきます。 

※ 共通テストで「生物基礎のみ」を必要とする人は、 

この講座は必要ありません。 

 

☆☆☆…東大・京大・医学部・早慶レベル 

☆☆……阪大・九大・関関同立レベル 

☆………広大及び中堅私立大レベル 
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《地歴・公民》 

講座名称 レベル 講座内容 

ひと足お先に 

世界史 

共通テスト 

対策 

今年１月の共通テストにチャレンジしてみましたか？ 共通テストを甘く

みていると、泣き(T T)をみますよ。来年のテストまで残すところ９ヶ月。

一歩でも早くスタートを切り、世界史で高得点を GET!! (^ ^)v 

春期集中セミナーでは、中国王朝史全般および中国古代史(黄河文明～魏・

晋・南北朝時代)を扱います。 

※ 中国古代史は、春期集中セミナーでしか扱いません。 

世界史選択の皆さんは春期からの受講をお勧めします。 

先取り日本史 

(ハイレベル) 
２次対策 

日本史学習の基本は、教科書の“精読”です。でも、実は教科書に書いて

あることって難しいんだ・・・。だからみんなチェックペンを使って力技

で暗記しようとするんだけど、そんな素人っぽい勉強する前に、是非春期

集中セミナーを受講しよう。この講座は、みんなが苦手な経済史について、

教科書の内容をどう解釈すればいいか、しっかり伝授します。本気で日本

史で高得点取りたい人、集まれ！ 

先取り日本史 

(共通テスト) 

共通テスト 

対策 

先取り地理 
共通テスト 

対策 

『地理的考え方』！このわかったようでわからない言葉っていったいどん

なことなんだろう？地理はホントは膨大な知識量が必要だけど、効率よく

勉強できれば、知識量は理解力でカバーできるんだ。春期集中セミナーで

は、その『地理的考え方』を身近な日本地理を題材にして理解させます。

地理学習のスタートに是非春期集中セミナーを活用しよう。 

先取り倫政・現社 
共通テスト 

対策 

倫政・現社の経済分野は、仕組みが理解できていないと演習しても効果半

減です。まして『社会なんてしょせん暗記でしょ』なんて思っていたらコ

ワイコワイ・・・受験前にあわてて勉強しても間に合わないゾ！ 春期集

中セミナーは、ＧＤＰ・ＧＮＰや円高・円安など、みんなが苦手な経済分

野の重要項目をピックアップして、その仕組みを伝授します。４月から受

講する人も、受講しようか迷っている人も春期集中セミナーは受講しま 

しょう。また、４月から受講するつもりがない人も、受講したら後悔させ

ないよ!! 
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【新高 2 生の講座】 

《英語》 

講座名称 レベル 講座内容 

英文読解 

英作文入門 

Ａ・Ｂ 

A：☆☆～☆☆☆ 

B：☆～☆☆ 

高２で行う長文読解と英作文を始めるための準備講座です。短文和訳に

おける重要構文や長文読解でのコツ、そして、英作文で意識するポイン

トを伝授します！ 長文読解と英作文の力は国公立２次には必要不可欠

であり、一朝一夕に身につくものではありません。早くからスタートを

切りましょう！ 

高２尾崎英語 ☆☆～☆☆☆ 

高２尾崎英語では、長文読解スキルをマスターすることに加え、オリジ

ナルの単語集である「単語三兄弟」の学習を通じて質の高い和訳スキル

を習得します。春期集中セミナーでは、長文問題を素材とし、英文読解

に必要な文法事項を学習するとともに、長文読解スキルについて総復習

をします。尾崎英語の読解スキルを体感してみよう！ 

 

☆☆☆…超ハイレベル ☆☆…ハイレベル ☆…スタンダード 
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《数学》 

講座名称 レベル 講座内容 

この春解きたい、

やっときたい！

春の全力！ 

数Ⅱ演習 

Top・Ａ・Ｂ・Ｃ 

Top：☆☆☆☆ 

A：☆☆☆ 

B：☆☆ 

C：☆ 

「習ったときにはわかったんだけど…」という声の大きい図形と方程

式・指数対数・三角関数の復習とレベルアップの講座です。甘い味付け

の復習問題から、聞いてびっくり辛口解法まで。大学受験のための実戦

的「数学Ⅱ」講座です。 

※ Top は、通常講座「高２数学Ｍ-Top」の認定を受けた、 

塾生のみ受講できます。 

ゼロからの 

指数対数 
☆☆～☆☆☆ 

初めて「指数・対数」を学ぶ人を対象とした講座です。指数関数や対数

関数の性質を基礎から導入した上で、計算力・発想力を養成します。基

本事項の徹底から、一気に大学入試レベルの演習まで楽しみましょう！ 

ゼロからの 

数学ⅡB 
☆～☆☆ 

４月から「数学ⅡB」の単元に本格的に入る前に「数学ⅠA」の復習をし

ましょう！「数学ⅠＡ」に苦手意識がある人はこの講座で苦手意識をな

くし、得意な人は入試典型問題の演習で更なるレベルアップだ！ 

 

☆☆☆…超ハイレベル ☆☆…ハイレベル ☆…スタンダード 

 

Ｓ.Ｎ（広島女学院高校） 

広島大学 工学部 第四類 合格 

安田女子大学 薬学部 薬学科 合格 

私は高校２年生の時に友達に誘われて長井ゼミの集中セミナーを受けました。その時に

教えてくれた山近先生がとてもフレンドリーで、塾の雰囲気も良いなーと思ったので入

塾することを決めました。高校２年生の間は数学ⅠＡⅡＢとⅢを取っていました。授業

はとても分かりやすく、毎回授業中に何度か面白いエピソードを話してくれたので、い

つも楽しく授業を受けることができました。 

高校３年生になってからは数学と化学と物理を取りました。私は高校２年生の時、全く

物理と化学がわかっていませんでした。なので、長井ゼミの春期講習で最初から教えて

くれたのがとてもありがたかったです。物理も化学ももちろんわかりやすかったので、

センター試験でも良い点を取ることができました。高校３年生になると取っている教科

の大丈夫問題集がもらえるのですが、どれも大事なところがまとめられている問題集で

使いやすかったです。（物理の大丈夫問題集が私のお気に入りです。） 

３人の先生方、ありがとうございました。 

春期集中セミナーを受講した先輩たちの声♪ 
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《理科》 

講座名称 レベル 講座内容 

理系化学のスタート 

「がっちり固める！ 

固体のすべて」 

Ｃ-１・Ｃ-２ 

C-1：☆☆～☆☆☆ 

C-2：☆～☆☆ 

理系の「化学」のスタートです。この春に学習するのは「固体

のすべて」。固体に関する単元は、多くはないですが、あらゆる

考え方の基本になります。この講座で、今まですっきりしな  

かった化学結合の考え方、結晶の構造を得意単元にしましょう。

さらには、上手い解き方を学んでしまえば意外に簡単な「固体

の溶解度」まで手を広げます。高校２年生になる前に、良いス

タートを切り、化学を武器にしていきましょう！！ 

※ 「化学基礎」を未履修の人はこの講座の受講は難しいです。 

初“力”学 

Ｐ-１・Ｐ-２ 

P-1：☆☆～☆☆☆ 

P-2：☆～☆☆ 

物理の世界への旅はここから始まります。物理を知るためには

欠かせない「位置・速度・加速度」「放物運動」「力のつり合い」

を学習します。物理は数式と感覚の両方を使って考える教科で

す。公式の暗記だけではなく、そこに現象の理解を結びつける

ことで、物理はどんどん得意になっていきますよ。この４日間

でその方法を伝授します！  

物理をまだ習っていない人も大丈夫！ここで学習することを土

台として１学期講習会の内容へつながっていきますので、一緒

にがんばっていきましょう！ 

※ １学期講習会では「剛体のつり合い」から始めます。 

おいでよ！ 

せいぶつの森！！ 

ｂ＋ 

☆～☆☆ 

理系生物の講座です。 

４月から始まる高２生物を踏まえ、生物すべての基本になる分

野を押さえます。“細胞”の分野に始まり、新課程で最重要視さ

れている“分類”の分野を先取ります。この内容を知っている

かいないかで、見える世界は一変！君の生物好きをさらに後押

しするぜ！ テキストには共通テスト向けの考察系も収録して

ます！ 

理系生物の、はじまりはじまり～ 

 

☆☆☆…超ハイレベル ☆☆…ハイレベル ☆…スタンダード 
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【新高 1 生の講座】 

《英語》 

講座名称 レベル 講座内容 

大学受験への 

ファーストステップ 

Ａ・Ｂ 

A：☆☆～☆☆☆ 

B：☆～☆☆ 

中学校で、ある程度高校英文法を学習している人のための講座で

す。この講座では、大学受験に不可欠な文章を読む力（長文読解力）

と書く力（英作文力）を養っていきます。読解をする上で重要な構

造分析の仕方や、接続詞のような読解をする際に注意すべきポイン

トを伝授します。また、文法を確認しながら英作文の力も養ってい

きますので、ここから大学受験勉強のスタートを切りましょう！ 

高１コア英語 ☆～☆☆ 

春期集中セミナーのテーマは「基本文型」。今後英語を学習するた

めのツールとして非常に重要となるものです。これから高校英語の

学習をスタートする人、あるいは中高一貫校で高校英語を一通り学

習したけれど、文法事項が不安な人のための講座です。基本事項の

確認と演習問題を通して、しっかりした土台作りを始めていきまし

ょう。 

高１尾崎英語 ☆☆～☆☆☆ 

高１尾崎英語では、英文読解に必要な文法事項を習得しつつ、入試

頻出の文章を用いて長文読解スキルを学びます。春期集中セミナー

では、英文読解をする上で超重要となる基本時制について学習しま

す。そして、長文読解をする上で必要となるスキルを基本から伝授

していきます。目からうろこの長文読解を体感してみよう！ 

 

☆☆☆…超ハイレベル ☆☆…ハイレベル ☆…スタンダード 
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《数学》 

講座名称 レベル 講座内容 

わかる、できるの 

4 日間！春の全力！ 

数ⅠA 演習 

Ａ・Ｂ・Ｃ 

A：☆☆☆ 

B：☆☆ 

C：☆ 

高校数学の基本は「数学ⅠＡ」にあり。春は１学期から本格的に数  

学Ⅱを学ぶ前に、数学ⅠＡの重要問題を完璧にしましょう！ 

「数学ⅠＡ」に苦手意識がある人はこの講座で苦手意識を払拭、得意

な人は入試典型問題の演習で更なるレベルアップだ！ 

※ 数学ⅠＡ未履修の人は 

・先行して習っている人に追いつきたい → 「エッセンシャル数学」 

・じっくり数学ⅠＡを習いたい     → 「ゼロからの数学ⅠＡ」 

の受講をお勧めします。 

エッセンシャル数学 ☆☆～☆☆☆ 

初めて数学ⅠA を学ぶ人を対象とした講座です。高校数学の鍵となる

「数と式」をこの４回の授業でみっちり伝授します。基本の導入を済

ませたら、次は発想力養成です。長井ゼミオリジナルの速習スタイル

で、一気に大学入試レベルの演習まで楽しみましょう！ 

ゼロからの数学ⅠＡ ☆～☆☆ 

いよいよ４月から高校数学スタート！ 春から長井のスタイルに慣れ

てもらい、知識や発想力を鍛えていきます。中学数学では「なんとな

く」解けていた問題も高校数学を使えば「なるほど！」と驚くこと間

違いなし。この春からいきなり成長を実感できる講座です。 

 

☆☆☆…超ハイレベル ☆☆…ハイレベル ☆…スタンダード 

 

 

Ｋ.Ａ（広大附属高校） 

広島大学 医学部 医学科 合格 

愛媛大学 医学部 医学科 合格 

立命館大学 薬学部 薬学科 合格 

私は高校１年生の春期から長井ゼミに通いました。高１、高２のときは部活動をしてい

たこともあり、あまり受験を意識した勉強はしていませんでしたが、やるべき最低限の

ことはやるというスタンスでそこそこの成績をキープするという感じでした。 

高３になってからは長井ゼミで配布されるテキストと大丈夫問題集を中心に勉強を進

めていきました。ただ解くだけでなく、パターンをつかみ自らの知識にしていくつもり

で解いていくといいと思います。私はセンター試験で８５％もありませんでしたが、長

井ゼミのテキストで培った解く力で２次を乗り切り、医学部医学科に合格できました。

決めるまではしっかり迷って悩み、決断してからは迷うことなく前進していって下さ

い。 

春期集中セミナーを受講した先輩たちの声♪ 
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～ 長井ゼミ高校部からのお知らせ ～ 

 

 

 

 

高 3 生を対象とした、医学部受験に特化した特別クラスが開講しております！ 

長井ゼミのトップ講師が、少人数制で個別指導のような授業を行っていきます。 

 

 

  

 

 

 

個別指導とは少し違う、自立学習のための学習スペースの確保と、 

苦手を克服するための学習プランなどをサポートしていくのが、この長井塾です。 

 

 

その他、長井ゼミの最新情報はホームページをご確認ください。 

 

 

大学受験 長井ゼミ広島校（高校部） 

〒732-0821 

広島県広島市南区大須賀町 15-6 

第 1 鈴木ビル 2F 

TELI ： 082-264-7004 

FAX ： 082-264-7017 

HP ： http://www.nagaizemi.com 

受付時間 ： 月～土 13：30～21：00 

専用駐車場はございません。 

来塾の際にはあらかじめご了承ください。 

 

 

Check! 


