難関校合格を目指す生徒のための選抜制オンライン講座

中３対象

一高・二高対策

オンライン

On-Line講座

短いスパンで問題実践＋添削を繰り返すことで、

自宅にいながら、志望校合格のための「３要素」を身につける！
難関校突破に特化したオリジナルプログラム。
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学習の方法はどう変わる？
「大学入試センター試験」が「大学入学共通テスト」に生まれ変わります！
2020年以前

2021年以降

大学入学共通テスト

大学入試センター試験

［国語］
記述型の出題？

全ての問題が
マークシートで
出題される形式。

［数学］
解法が問われる？
複数正解がある？

⇓

※令和３年１月の大学入学共通テストでは
記述式問題は実施せず、導入見送りの
判断がなされましたが、文部科学省から
各大学へ、個別選抜における記述式問題
の積極的活用の要望が出されています。

2020年に終了！

平成29・30年度実施の試行調査（プレテスト）から、今後の変化を読み取ろう！

［国語］

［数学］

表現力だけでなく、資料や
条件に対する分析力も重要に！

答えが１つとは限らない
新傾向問題が出題された。

解法の過程を問う出題も。

変化していく大学入試に対応するためにも、常に最新の情報を把握していくとともに
対応できる応用力を今のうちに養っていく必要があります！
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新入試の特徴は？

高校・大学入試
徹底比較

大学入試改革の影響を受け、高校入試も新傾向の問題が見られます！
［数学］

解法の過程が問われる問題への
対策は、もはや必須に！

［国語］

（2020 宮城県）

宮城県公立高校入試でも
資料をもとにする作文に変化！

（2019 島根県）

［理科］
（2017 北海道）

「全て選べ」問題が
連続して出題される都道府県も！

（2018 北海道）

（2019 北海道）

では、中３生はどのような準備をすべきなのか。次ページをご覧ください‣‣‣
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３要素

これからの入試に立ち向かうための

思考力 情報量 競争心

１

思考プロセスの表現や資料の正
確な活用などを重視する新入試
に対応するためには、「正答は何
か」を詰め込む従来の学習方法
では限界があります。
「なぜその答えになるのか」を論理
的に説明できる思考力が求めら
れます。

２

受験勉強を進める上で、情報量
の充実は欠かすことができません。
高校入試制度への正確な理解は
もちろん、その時期に何をすべき
なのかや苦手科目の克服法など、
あらゆる面で「正解」を知ることが
必要です。

受験生にとって一番難しいことは
「努力の継続」。中学１・２年生の
ころと比べて桁違いの学習時間・
学習量が必要となります。それを
支える「ライバルに負けたくない」と
いう競争心を持ち続けなければな
りません。

３

上記の３要素を身につけるためのおすすめプログラム！

中３対象

オンライン

On-Line講座

一高・二高対策

１ ２ ３

プロ講師陣による
わかりやすい授業と
添削指導で論理的
思考力を養う！

受験指導のプロが
カウンセリング実施。
豊富な情報で
あなたをサポート！

定期的に実施される
模試・確認テストで
常にライバルを
意識できる！

「入試問題の特殊化」、「難関校志望者の競争激化」、「入試一本化による精神的負
担増加」等を背景として、難関校を合格するためのハードルは年々上がっています。
そういった厳しい入試に立ち向かって行くためには、自己流の努力だけでは限界があり
ます。上記の３要素を身につけるうえで、おすすめしたい学習プログラムが「一高・二
高対策On-Line講座」です。

「一高・二高対策On-Line講座」の詳細はこちら‣‣‣
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【講座概要】

オンライン

中３対象

一高・二高対策

On-Line講座

とは…

ポイント②

ポイント③

実力派講師陣の
わかりやすい授業

添削指導によって
記述力を強化

月例ミーティングで
自己の課題を分析

「一高・二高対策On-Line講座」の
解説授業を担当するのは、毎年数
多くの難関校合格者を輩出してきた
「一高・二高ＴＯＰＰＡ館」の実力
派講師陣！宮城県の高校入試を
熟知した講師が得点アップのポイン
トを伝授します！

記述問題の採点は正確かつ豊富
な教科知識が必要です。そのため、
受験生にとって非常に難しいものと
なります。 「一高・二高対策On-Line
講座」 では、記述問題の添削指導
を行うことで、一人では難しい記述
問題の力をつけていきます。

「一高・二高対策On-Line講座」は、
動画配信授業だけを行う講座では
ありません。月に一度、オンライン
上での月例ミーティングを行いま
す。学力や学習状況を確認したり、
受検勉強を進めていく上での悩みを
共有したりすることができます。

ポイント④

ポイント⑤

ポイント①

学習内容を定着

会場模試で
本番のリハーサル

毎回の授業終了時に「確認テスト」、
月末に「月例テスト」を実施し、内容
を定着させます。
ただ授業を受けるだけでなく、テスト
形式のアウトプット作業を通すこ
とで知識の定着を図り理解を深め
ていきます。

自宅で学習を進め、力をつけたとし
ても、入試本番の緊張感の中で力
を発揮できなければ効果は薄れてし
まいます。「一高・二高対策On-Line
講座」を受講する方には会場で受
ける模擬試験に参加し、本番の空
気に慣れていただきます。

確認テスト・月例テストで

「一高・二高TOPPA館」では、使用教材・
授業いずれもハイレベルな内容となって
います。選抜制のため、下記の❶・❷・❸の
基準のいずれかを満たした方が対象と
なります。

❶ 最新の9教科の
通知表の評定4.5以上
❷ 前回の5教科の定期テストの
合計点が450点以上
❸ 入塾テストまたは
進学プラザグループ協賛の
模擬試験の点数が基準点以上

対象

仙台一高・仙台二高をはじめとした難関校合格を目指す中学３年生[選抜制]

期間

全３２回 ２０２０年７月から２０２１年２月までの６か月間

内容

演習課題の配信やオンライン解説指導、ミーティング等を実施

動画・課題配信日

毎週金曜日に配信

授業時間

解説動画１５分程度／１教科 ※視聴期限あり

確認テスト等

確認テスト（毎回の授業時）、月例テスト（毎月）

会場模試

宮城県オープン模試 第１回（８月）、第２回（１月）

料金

授業料 ８，８００円/月 ＋ テスト費 ６，６００円/一括

使用教材

プリント教材（志望校判定テスト過去問・全国入試問題）
宮城県過去問題 ※自己負担購入となります。別途ご案内いたします。

ミーティング
説明会

毎月第４週目に実施
オンライン保護者説明会実施（１０月・１月）※予定が変更となる場合がございます。
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【ご受講の流れ】

受講方法は簡単！ 自宅でも学習できる
メリットを活かし、合格を目指しましょう！
１

３
配信される課題に挑戦！

毎回の確認テストと

その時期に必要となる

毎月の月例テストで

実戦形式問題です。

やり残しを徹底排除！

２

４

解説授業動画で

月例ミーティングで

進学塾ならではの解法を

アドバイスを確認し、

身につける！！

学習の軌道修正を！

※ここまで全て自宅で受講可能です。

５
本番さながらの会場模試で
公立高校入試のリハーサル。

志望校が同じライバルと競い合う！
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【指導プログラム】
期間

使用する問題

詳細
冬までの間に既習内容の実戦問題に挑戦します。インプット
した知識・解法が本番でアウトプットできるかどうかを確認し、
「受験勉強の仕方」をまずは身に付けます。

7月

～

11月

単元別
実戦演習

12月

～

1月

宮城県公立入試
過去問演習

冬期は、実際に宮城県公立高校入試で出題された問題に
取り組みます。これまでの学習の成果と、抜け・モレが無いか
どうかの確認を行います。

2月

～

直前期

入試予想問題
「プレ入試」

入試直前期には、進学プラザグループ内で学校別順位や
平均点が確認できる「プレ入試」を実施します。実際に同じ
学校を受験するライバルたちと競い合おう！

【推奨環境】

受講にあたっては以下の環境が必要となります。
スマートフォン/タブレット

OS

パソコン

iOS

Android

Windows

iOS 12

Android 7

Windows 8.1/10

－

〈CPU〉
Core i3 Duo 2GHz以上で
第4世代以降、
または上記に相当以上のCPU

Apple A7以上
（64ビットCPU）を
搭載していること

機種スペック

〈空き容量/搭載メモリ〉
1.5GB/4GB以上
Google Chrome 最新版
ブラウザ

Google Chrome 最新版
Safari 最新版

ネットワーク速度

Google Chrome 最新版
Internet Explorer 11
(Web-RTC用のプラグインが必要）
受講端末１台につき上り256kbps・下り256kbps以上

※これらは目安であり通信や音声、映像の品質を保証するものではありません。

【お申込みの流れ】
Ｗｅｂ上で資料請求

＆ お問合せ
‣「進学プラザ」で検索。
進学プラザ

個別カウンセリング
⇒ お手続き
＋ 受講のご説明
‣学習計画のご提案と、
講座の受講方法をご説明
いたします。

1Week 練習
‣実際にご自宅で練習を
実施します。操作方法の
確認をしましょう。

受講
開始

又は
‣下記ＱＲコードを読み取り。

⇑ 実際の入試問題にも的中しました！
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仙台二高

普通科

合格！

もともと自分は学習塾に行かなくてもよいと
考えていました。しかし独学ではケアレスミス
がなかなか減らず、このTOPPA 館に入りまし
た。 TOPPA 館の優秀な先生方の指導は的
確でわかりやすく、安定してA判定を取れるよ
うになりました。またＴＯＰＰＡ館に通う最強のラ
イバルたちと本気で競い合える環境があった
ことが、モチベーションの維持と学力の向上
に繋がったと思います。
これから受験をする皆さんもぜひこのTOPPA
館で頑張って、志望校合格を掴み取ってくだ
さい。

仙台二高

普通科

合格！

入塾当初の志望校は他の学校で、仙台
二高は頭の片隅にもありませんでした。初め
は周りのレベルの高さにただただ圧倒され、
授業についていくことだけで精一杯でした。
しかしその中でも、先生たちの指導やアドバ
イスを通して問題一つひとつへの見方そのも
のが変化していきました。この「問題に対する
見方の変化」が成績の向上に繋がったのだ
と思います。
先生たちには大きな力があり、その言葉一
つひとつに重みがあります。そんな先生たち
を信じれば、絶対大丈夫です！

仙台一高

普通科

合格！

私は、この塾に入る前は「ナンバースクール
に合格するなんて夢のまた夢」だと思ってい
ました。しかし、入塾をきっかけに、レベルの高
い仲間と共に切磋琢磨していくうちに、高い
目標を持つようになりました。難しい問題を教
えてくれる先生方のおかげもあり、学力が格
段に上がりました。勉強以外の悩みごとも真
剣に聞いていただくことで、目標に向かって
精進することができました。
TOPPA館の学習のレベルは他塾よりも優れ
ていると感じました。自分がそこにいることを誇
りに思い目標を達成してください。

昨年度も、
TOPPA館の
生徒から
多くの喜びの声が
届きました！
皆さんも先輩に
続こう！

仙台一高

普通科

合格！

父が一高卒のため、昔から一高に憧れを
抱いていました。今も他の高校とは違った雰
囲気があり、とても魅力的に感じたため志願
し、無事合格することができました。
TOPPA 館の先生は、質の高い授業だけで
なく、受験当日が近づくほど不安になる私た
ちの相談にも真剣に向き合ってくれました。３
年間このTOPPA 館に通って得られたもの全て
が私の思い出です。先生たちには「知識」が
あります。数々の受験生を見てきた「経験」も
あります。先生を信じ、進んだ先には合格の
二文字があると私は思います。

初めから目標を高いところに設定し、切磋琢磨しながら全国でも屈指の学力
を養成しようというのが「TOPPA館」の狙いです。
「TOPPA館」では、受験テクニックだけではなく、物事を論理的に考える知力
そのものを鍛えることで、志望校合格はもとより将来の大学受験を見据えた
真の学力を養成します。
受験までに必要な学力を伸ばすカリキュラムと、自己の将来像まで考えた
学びを実践するシステムで最高レベルの学力と自分と向き合う強さを養成
します。

仙台二高

普通科

合格！

二高を目指し生活する中で、上質なTOPPA
館は大きな支えとなりました。
中３の夏、夏期講習で足を踏み入れた時
は周囲のレベルの高さに驚きました。学校の
中だけでは触れることが難しかった環境です。
その後も様々な授業を通じて私を伸ばし続け
てくれました。
直前期のプレ入試では、他塾生から羨まし
がられるほどの経験値を得られたことにより、
今年度からの入試一本化にも不安はありま
せんでした。
全てに感謝。

