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参加無料

まずは、3月開講

新高３講座
の体験を！

受験学年の勝負は、今から始まる。

新高３体験
フェスタ2019
授業体験＆
入試応援イベント

新高３体験フェスタ
三田校時間割

新高３体験フェスタ2019　申込書

一足早いスタートに向けて！

新高3数学ハイレベル

新高3英語ハイレベル

2019大学入試センター試験解析会

新高3国語

新高3センター試験地理

新高3化学

新高3物理

14：00～14：50

15：00～15：50

16：00～16：50

17：00～17：50

18：00～18：50

19：00～19：50

20：00～20：50

新高3世界史

新高3日本史
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受付日　　　　　　／ 受付者 備考
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回 講座申込
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講座数

郵送 Ｎ
入力

職　員
記入欄 講座

ＣＫ
Ｎ
ＣＫ

講座
入力

【個人情報の取り扱いについて】
ご提供いただいた個人情報は、お申し込みいただいたサービス・商品の提供のほか、学習支援に関するサービス・商品の当社からのご案内・情報提供、より良いサービスの提供のための企画
開発に利用することがあります。個人情報に関するお問い合わせはアップ サポートセンター［WEB サイト（https://up-edu.com）、電話(0120-655-420 通話料無料、月～土 13:00～17:00)］に
て承ります。  株式会社アップ

参加希望講座・イベントに○をつけてください。

太枠線内を黒のボールペンでご記入ください。

新高３英語ハイレベル

新高３数学ハイレベル

新高３国語

新高３物理

講座・イベント名 参加

新高３化学

新高３日本史

新高３世界史

新高３センター試験地理

2019大学入試センター試験解析会

講座・イベント名 参加

（1）友人・知り合いからの紹介 （2）兄弟姉妹の紹介 （3）校舎・建物・立地

（4）交通広告（駅看板・ポスター・デジタルサイネージ、電柱広告、バス広告など） （5）新聞折込チラシ （6）新聞・雑誌・タウン誌広告

（7）TV（CM・番組での紹介） （8）ポスティング広告 （9）DM（ダイレクトメール） （10）学校（校門前）付近での案内配布

（11）ホームページ（WEBサイト） （12）インターネット広告 （13）SNS（Facebook、Twitter、LINEなど）

（14）アップ教育企画系列校からの紹介 系列校名（　　 　　　     　　　　） （0）その他（　　　　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今回、お申込されたきっかけは何でしたか？（一般生のみ・複数回答可）

電話番号

高校名
学年

高校

科
コース

生徒
氏名

在籍

（ 男 ・ 女 ）

新  3  年
〒　　　　 　　―　

生徒コード

□ 一般生（現在アップの教室に通われていない方）

□ 研伸館・研伸館HS校内生（　　　　　　　　　　　　　）校
□ アップ系列校在籍生
（  個別館  /  プライベートスク-ル  /  Medi-UP  /  アナップ  ）
　［　　　 　　  　  　 　　校］

住所
（一般生のみ）

フリガナ

 申込方法　申込締切：2/9（土） 19：30　※定員になり次第締め切ります。お早めにお申込ください。
［校内生］ 申込書に必要事項をご記入の上、研伸館HS三田校の受付窓口へご提出ください。（FAX可  FAX.079-563-0033）
［一般生］ 申込書に必要事項をご記入の上、研伸館HS三田校の受付窓口へご提出ください。（FAX可  FAX.079-563-0033）

研伸館HS三田校
〒669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール5F

TEL.079-563-0003  FAX.079-563-0033

生徒（　）名　保護者（　）名

（キッピーモール5F）

研伸館HS三田校
個別館三田校

三田校 2/11
（祝・月）



2/11 　 16:00～16:50

全 講 座 無 料

複数講座受講可能

新高３授業体験 開講講座ラインナップ
三田校 新学年授業体験

新学年授業体験

「難関大学合格を実現する講座」を体験！
研伸館ではできるだけ早く新学年の学習に入り、ライバルたちを一歩リードするため、

４月からの新年度開始に先立ち、３月から新学年の授業をスタートします。

しかし、皆さんは新学年を迎えるにあたり、

「学ぶ内容がまた難しくなるのかな」「今の成績をキープできるかな」

「受験にまた一歩近づくけれど、志望大学のレベルに到達できるのだろうか」

などという不安も抱えているのではないかと思います。

新学年スタートのための第一歩として、まずは３月からの新学年講座を体験しましょう。

体験授業では、新学年での学習内容に踏み込んだ講義を行ったり、

今後の学習方法を具体的に示したりします。

これにより「新学年での勉強の進め方」が鮮明に見えてくるはずです。

5つのPO I N T

講座レベルについて
あてはまるレベルの部分のみ
色がついています。

LEVEL

基礎 標準 発展

阪大・神大などの国公
立大、関関同立志望の
新高３生

新高３英語ハイレベル

阪大・神大などの国公
立大志望の新高３生
（文理共通）

新高３数学ハイレベル

阪大・神大などの国公
立大、関関同立志望の
新高３生

新高３国語

阪大・神大などの国公
立大志望の新高３生新高３物理

阪大・神大などの国公
立大志望の新高３生新高３化学

国公立大・早慶関関同
立大レベル志望の新高
3生

新高３日本史

国公立大・早慶関関同
立大レベル志望の新高
3生

新高３世界史

2019大学入試センター試験解析会
１年後に向けて！一歩リードしたスタートを！

新高３生の皆さんにとって、1年後に迫ったセンター試験。

ここからの1年の過ごし方が君の受験を大きく左右します。

限られた時間を有効活用するために、まずは大学受験を知り、

次に有効な手を打つことが大切です。

そこで、今年度のセンター試験を、講師陣が徹底解析！

今年の問題から読み取れる傾向と対策をお伝えしたうえで、

さらに今後の学習指針を示します。

この解析会で自分のすべきことを明確にし、

周りをリードしたスタートを切りましょう！！

内　容

■2019センター試験分析速報
■高３から受験生へ
■受験における有効な戦略とは？

祝月 新高３生　生徒・保護者対象

講座名 レベル 対　象
阪大・神大・関関同立などの入試で求められる英語力に関して、詳細な分析を
基に入試問題の解説を行い、今後の学習の指針を示します。語彙はどのレベル
まで必要か、文法・構文知識をどう活用すれば良いか、長文問題へのアプロー
チの仕方は、といった実践的な視点で講義します。

国公立大学に合格するためには、センター試験での高得点獲得が必要です。問
題演習＋解説講義により、阪大文系学部・神大文系学部に合格するイメージを
掴んでもらいます。また1年間の過ごし方についてお話しします。

大学入試で求められている国語とはどのようなものなのか、そしてそれに対応
するためには、どのようなことが必要なのかを理解してもらいます。

「エネルギー」「運動量」など、力学の様々な法則は「運動方程式」を土台としてい
ます。また力学に限らず様々な単元においても運動方程式を用います。今回の
体験授業では、物理の生命線「運動方程式」を究めてもらうための講義を行い
ます。

「電池」や「電気分解」の電極での反応を丸暗記していませんか。ファラデーの
法則の計算で苦戦してはいませんか。実は考え方が分かっていればこれらはと
ても易しい問題です。この単元を得点源にしましょう！ さらに電気化学を通
じ、化学の効果的な学習法も伝授します！

本年度の早慶関関同立入試およびセンター試験の入試解析と、この1年間の勉
強方法を解説します。また、実際の入試問題に触れながら研伸館日本史の授業
を体感すると同時に、入試で何がどのように問われるのかを把握してもらいま
す。単なる単語暗記の勉強方法が間違いであることを証明します。

センター試験・早慶関関同立入試で出題された問題を解析し、その傾向をお伝
えします。センター世界史と私大世界史はどう違うのか、ここから入試本番ま
でどのように学習を進めていくべきか、その答えをお見せします。また、この日
より受験対策の講義をスタートさせます。お見逃しなく！

センター試験地理を受
験する新高3生新高３センター試験地理

本年度の問題を中心とするセンター試験地理の演習＆解説によって、傾向や対策、
1年間の勉強法を伝授していきます。また、問題の解説を聞くことでいかにスムーズ
に知識や理論が頭の中に整理されていくかを実感できます。たった数分のことで
地理の感覚が身につき、1年間やっていく「やる気」に満ち溢れていきますよ。

講座内容

受験学年を余裕を持って迎えられるようにするために、「準備
期間に何をするべきか」に重点を置いて講義をし、さらに今
後の学習指針を示します。ライバルたちよりも早く受験

学年に意識を向け、一歩リードするチャンス
です。

受験学年～序章～START！
11

新高3向けには、センター試験や各志望大学に向けた問題演習・
解説を行う授業もあります。実際に入試でどのように出題さ
れるのかを見ていきながら、それぞれの問題で必要とな

る知識や考え方を掴んでもらいます。

入試で求められるものを知る
22

皆さん、暗記ばかりの勉強をしていませんか？それぞれの科目
には、すべての土台となる考え方や視点があります。今回の
授業ではその考え方や視点もお伝えします！これらを掴
むことで、一気に成績が上がります。

成績が上がる方法教えます
33

入試で必ず出題されるような次学年の重要単元をじっくり解
説、集中的に学習する講座も開講します。重要単元を得点源
にし、現役合格に一気に近づく絶好のチャンスです。

重要単元先取りのチャンス
44

国理社など、まだ自分では手をつけていない科目の授業も体験
できる絶好の機会です。「食わず嫌い」科目をなくし、得意
科目を増やすきっかけとなるでしょう。

副教科のスタートをスムーズに！
55

※講座内容は変更になる場合があります。


