♯秋田の国語塾 「秋田受験ゼミナール」

英語を伸ばすカギは「中１・２の夏からの学習」

『英文法クライシス』を克服せよ
中学英語の教科書が改訂されたことに伴い、
英語文法の学習に大きな危機が生じています。
改訂によって、国語を母国語とする我々に合っ
ていない文法学習になり、英語が得意な生徒以外
は「大きな躓き」を経験していると思われます。

中１［NEW HORIZON］の１学期
Unit1
Unit2
Unit3
Unit4
Unit5

be 動詞（一・二人称）
，
一般動詞，助動詞 can
be 動詞（三人称），疑問詞
疑問詞の続き，数量をたずねる
命令文，What を用いた表現
前置詞，一般動詞過去，動名詞
（……２・３学期に続く）

ここがクライシスの根幹！！
新教科書では、be 動詞の定着を待たずに、一般動詞や助動詞、
命令文（動詞原形から始まる文）、前置詞関連とセットにした動
名詞を、１学期末まで次々に履修していきます。文構造の理解
を疎かにすると、日本語の語順に沿った、英文法を全く無視した
文を書き続け、修正が利かなくなります。今こそ、対策を！！

中２［NEW HORIZON］の１学期
Unit1 未来形，助動詞 will，文構造
Unit2 接続詞
Unit3 不定詞（…２・３学期に続く）

中２は新規文法事項が少
なく、前半が動詞系統と
接続詞しかありません。
中１までの動詞などを 、
夏のうちに体系的に復習
し始めると、軌道修正が
容易になります。

深刻化する学力格差
【資料１】は、公立高校入試の平均点を、
弊塾独自の視点〔５年周期分析〕での結果
です。県教委公表値（作成目安：52～62 点
平均）の 57 点近辺を推移しており、全体の
難易度は比較的安定しています。
【資料２】は、同じ条件で「標準偏差」の
平均を比較したところ、国語と英語の数値
が高くなっていることがわかります。平成
23～27 年と比較し、現在は国語が 2.2，英
語が 3.3 上昇しています。単純計算をしま
すと国語は約 9 点、英語が約 13 点、以前よ
りも上下に差が拡大したことになります。
弊塾では、国語は「中位から下位層にかけ
ての読解力低下」、英語は「英語教育の変化
と教科書改訂による、文法・語彙力と読解力
の格差拡大」が、この学力格差拡大の主たる
要因ではないかと分析しています。

【資料１】

秋田県公立高校入試平均点（５年周期平均点分析）
国語

数学

英語

理科

社会

５科計

令和 4～3 年平均

63.3

53.1

53.4

58.0

60.0

287.7

令和 2～平成 28 平均

59.9

51.7

55.4

61.7

59.2

287.9

平成 27～23 平均

58.0

49.3

49.2

52.3

53.5

262.4

【資料２】

秋田県公立高校入試標準偏差平均（５年周期分析）
国語

数学

英語

理科

社会

単純計

16.1

18.7

23.1

20.0

19.6

97.4

令和 2～平成 28 平均

15.2

18.9

22.2

19.9

17.9

94.1

平成 27～23 平均

13.9

18.7

19.8

19.9

19.3

91.6

令和 4～3 平均

※「標準偏差」：データの散らばり具合をあらわす数値。たとえば、（平均点）±
（標準偏差）の範囲に、約 7 割の生徒の得点が分布していることになります。
標準偏差の上昇は、差が広がっていることを如実にあらわしています。
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「秋田の国語塾」が提案する夏期講習、裏面をチェック！

秋田受験ゼミナール



〠010-0973 秋田市八橋本町一丁目 1-32 八橋ビル 2F（あきぎんスタジアム北側）

WEB・facebook なども要チェック！

℡

深い学びが「慧眼」を養う ～物事の本質を見極めるための学習を～

Here is a special summer course for you.

国語塾
秋田受験ゼミナール
う
少人数指導クラス

小６夏講少人数クラス

中１夏講少人数クラス

小６特進・中１：各４名

南高中等部受験には対応しておりません。

中２：6 名

国

授 業：国語・数学・英語

語

演 習：理科・社会

中２夏講少人数クラス

数

授 業：３科／５科選択制

学

演 習：理科・社会のみ

中３通常少人数クラス

英

授 業：３科／５科選択制

語

※塾生のみ受講できます。

１on１style

少人数クラス定員

小６特進クラス（教科選択可能）は、
「秋大附中受験対応クラス」です。

授 業：①必修，②選択可
①国算 ②英／理社

●小６特進 ●中１～中３少人数クラス：公立高校【進学校】受験者向け

公立高校入試に必要な知識や解答技術な
どを、惜しみなく授業で扱います。当塾の
国語の授業は、皆さんの想像とは随分と
かけはなれた「独特なもの」だと思いま
す。とにかく早く慣れた者勝ちです！
少人数指導の醍醐味、
「とにかく解き方や
説明がわからないとき、その場で質問が
できる」というのが一番のメリット。質・
量ともに納得できる夏が待っています。
普段は教科書準拠テキスト＋文法テキス
トで学習していますが、夏期講習では「文
法」最優先で、英作文解説も行います。中
２・３は、全県模試・全県テストの過去問
による実践演習も行います。

理科・社会
「柱状図」は正しく描けます
か。「酸化しきれなかった物質の
質量を求める問題」を過程付きで
正しく答えられますか。一問一答
で一喜一憂せず、図を描いたり計
算したりする問題にも臆せず取
り組むのが、弊塾の理科です。
社会は、知識量が多いので「整
理」が大切です。普段から、入試
において大切な語句を優先的に
理解し、それに付随するものを起
点に理解を広げるような勉強を
実践しています。

①完全個別授業（小５～中３：入試５教科）／②国語専科（中３特枠～高３生）

① 少人数授業をひとり占め！
１on１style は、遠慮なく質問で
きる上に、生徒一人ひとりの必
要性に合わせた授業方法です。
塾長が得意とする「柔軟性のあ
る個別授業」を受講できます。
クラス・コース

②「国語専科」（中３アドバンス国語，高校国語） ※入塾・受講条件有
他の入試４科は大丈夫なのに、どうしても国語だけが上がらないという
方へ「国語専科」をご用意しました。国語やあなた自身と真摯に向き合い
ます（塾生共通メニューも、もちろん受講可）
。国語専科コースでは、
進路・志願理由書の指導も含んだ「職人技」が惜しみなく発揮されま
す。先輩たちが拓いた進路を手掛かりに、あなたの未来を拓こう！！
授業日

小６特進少人数（５科） 7/21～

原則火・木

主な時間帯
全 10 日間

※¥21,200

19:00～21:30（1 日 2 科）

※¥22,750

7/22～

※理社は flex 対応

（このほかに flex 演習を利用し理社可） ※flex：原則㈮最終コマ

中２少人数（３科）

7/19～

中２少人数（５科）

（このほかに flex 演習を利用し質問可） 19:00～22:00 理社
7/20～

原則月・水（金）全８日間
原則火・木・土 最大 14 日間
原則月・水・金・土

全 16 日間

料 金

13:30～16:00（1 日 2～3 科）

中１少人数（3 科）

中３少人数（５科）

中３：8 名

19:30～22:00 国数英（1 日２科）

特割適用
¥35,375
¥41,025

13:30～17:30（１日２科程度）

要問合せ

1on1style（完全個別）

自由選択可（先約制：６回以上）

①10:00～11:20，

¥35,000～

1on1style（国語専科）

自由選択可（先約制：３回以上）

②17:40～19:00 から選択

¥17,000～

※「※小６・中１」は特割適用後の料金。このほかに割引される場合があります。料金は授業料，テスト代，教材費の合計（税込）です。

お申込み・お問い合わせは、TEL018-827-3451（秋田受験ゼミナール）まで

