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2021年夏は暑いぞ！
夏期講座大学

入試英語
5日の完結型。
高校生の皆さん 学年は問いません。

高3が中心ですが、高2,1生も大歓迎です新

〒790-0001 　　松山市一番町2丁目9-6

英語アカデミー
まずはお母様からお電話を。

☎(931)8686
ハローハロー

最後まで読めないと点は取れない、
時間との戦い。速読即解 

❶ 共通・読解1 中堅

共通・読解1とは問題 
内容が全て異なります 

❷ 共通・読解2 中堅

配点が50点から100点へ倍増、
時間がかかるが伸びる科目 

❸ 共通・リスニング 中堅

日本語訳を先生に添削して 
もらうと凄く力がつく 
通    学 8/2～6  15:00-17:00
19,800円（120分x5回）

❹ 難関大読解記述 上級

入試問題の長文を中心に 
読解力をつく練習です 
通    学 8/8～12  17:00-19:00
19,800円（120分x5回）

❺ 中堅大読解記述中堅

中堅 
基本

読解ができないのは必修単語が 
不足しているからよ

❻ 必修単語1000

プロにまかせなさい

通  学 8/8～12   19:30-21:00
通  学 8/15～19 17:30-19:00
14,300円（90分x5回）

通  学 7/27～31 19:30-21:00
通  学 8/15～19  19:30-21:00
14,300円（90分x5回）

通  学 7/21～25 17:30-19:00
通  学 8/8～12 13:30-15:00
14,300円（90分x5回） 

通  学 7/21～25 19:30-21:00
通  学 8/2～8/6 17:30-19:00
14,300円（90分x5回） 

基礎 初級 中級 上級 実力養成 実力完成 入試即応 共通テスト 2次対 私大

❽英語・個人レッスン
苦手な英語はこの夏で終わらす！分かるまで丁寧に。
夏休み中40 通学でもオンラインでも出来ます
・

夏休
特別

❼ 夏休み速読 (英・国)
共通テストの英語、国語は
読解量が相当に増えています。
自宅で毎日40日間、または
通学で10回レッスン:7/20-8/31 
(英語のみ9,900円/英国15,400円）

❽ 英語・個人レッスン
英語が苦手？お任せくださ
い、分かるまで丁ねいに。
夏休み特別個別（通学でも 
オンラインでも）高3～中1まで
(高3/4,800円/50分)/(高2～4,200円/50分)

（料金は税込）

❼夏休み速読「速読英語」・「速読国語」　
この夏休みで2倍の速読力を、効果はあります。
◎自宅学習：夏休み中、40 ご自宅で 

英語・国語のうち一科目9,900円（ ）、2科目15,400円（ ）
　◎通学学習：夏休み中の10 フジグラン校で

英語・国語のうち一科目9,900円（ ）、2科目15,400円（ ）（10

どうしても英語が伸びない。特に高校へ入ってから勉強量に圧倒されまた部活などでなかなか勉強の
リズムが取れないなどの悩みもあることでしょう。この夏休みは一年の中でも力を伸ばすビッグチャ
ンスです。早めに取組めば余裕を持って勉強できますし有利です。2学期を意欲的にさらに「英語」を
得意科目にして迎えたいあなたの勉強をサポートします。一緒に頑張ってみませんか？

共通テスト英語・国語は文章量増加で、最後まで読みきれない人もいましたね。そこで速読＋読解
力『練習』を強く強くお勧めします。自宅学習ではご自宅のパソコン(Windows) またはiPadで速読
練習が出来ます。今から毎日30分ご自宅で速読練習とリスニングもしませんか？ 速読は一生の宝で
す。英語は4レベルあるので、基本英語、中堅英語、受験英語などが選べます。対象は、大学受験生
に限らず、小学高学年～大学生、社会人、年配者まで、どなたでもOKです。

先輩から一言

特別

�

夏休
特別



来年の「共通テスト」リーディングは、圧倒的な量の英文を最後まで読み切ること。すなわち（1）集
中力を80分維持する、（2）一定の速さで読む、（3）難しい単語があっても前後から判断し、そこで
止まらない、などの練習をすれば、何とか時間内に読みきれるようになります。即ち本文と設問を短
時間で読んで素早く把握する訓練が必要です。1分あたり150語以上で読んで行きましょう。

基礎 初級 中級 上級 実力養成 実力完成 入試即応 共通テスト 2次対 私大

❶ 共通テスト・読解1（中堅）
総語数が5,300語を超える量を限られた時間で解く
通　学   5日間・7月20日 (火) ~ 24日(土) 7:30 pm 9:00
通　学   5日間・8月2日 (月) ~ 8月6日(金) 5:30 pm 7:00
・

この共通テスト・読解2の進め方は、①共通テスト・読解1と同じですが、全て問題が異なりますので、
少し量をこなしたい方は、共通テスト・読解1と読解2を受けるとかなりの成果が出るでしょう。実用的
な場面を意識した問題や、文章から情報を読み取る力、「事実」と「意見」を区別する力などが求めら
れます。「速読力」と「情報処理能力」が問われ、前者では「単語力」も重要となって来ますね。

基礎 初級 中級 上級 実力養成 実力完成 入試即応 共通テスト 2次対 私大

❷ 共通テスト・読解2（中堅）　
もう一度上記読解1とは異なる内容でしてみる
通　学   5日間・8月8日 (日) ~ 12日(木) 7:30 pm 9:00
通　学   5日間・8月15日 (日) ~ 19日(木) 5:30 pm 7:00
・

リスニングとリーディングの配点比率が1：1となり、知識重視から実用能力重視へと変わりつつあり
ます。大問も6となり、特に第4問以降は長文が1度しか読まれません。また分析や推測など「放送さ
れる内容を聞き取るだけでない」問題も多く含まれています。さらには問題用紙の情報に関連づけて
解答をする必要もあります。少し時間はかかりますが、やれば必ず伸びる科目で、最初は辛くても 
1回聞きを何度も何度も練習し、テスト形式に慣れることが大切でしょう。

基礎 初級 中級 上級 実力養成 実力完成 入試即応 共通テスト 2次対 私大

❸ 共通テスト・リスニング（中堅）　
点数が倍増100点満点に、必ず伸びる科目です
通　学   5日間・7月27日 (火) ~ 31日(土) 7:30 pm 9:00
通　学   5日間・8月15日 (日) ~ 19日(木) 7:30 pm 9:00
・

この夏は、難関大学（国立私立）の長文（600～900語）を読み込みます。長文読解には、語彙力に加
えて、文章の構造を正確に把握し、内容を捉える力が必要となります。環境問題やテクノロジーなど
最近よく出題されるテーマも扱います。訳しづらい部分は丁寧に図解にて理解し、試験形式に慣れる
ためにも時間を計って行い、多量の英文には速読でこなし、下線部訳などは精読として確実に訳せる
ようにします。

基礎 初級 中級 上級 実力養成 実力完成 入試即応 共通テスト 2次対 私大

❹ 難関大学 読解記述（上級）　
和訳を添削してもらうと驚くほど力がつきます
通　学 5日間・8月2日 (月) ~ 6日（金） 1:30 pm～3:30
・

実際の国公立大学の入試問題を解いていきます。内容的には若干難関読解も含まれて来ますが、今の
うちに毎日入試問題を2題ずつ解くのは重要なことです。途中で諦めずに最後まで書き上げる、とい
う練習は大切です。今回は約500～600語の長文で、空所補充、内容一致、下線訳、内容記述、要約問
題などに挑戦します。さまざまな出題形式に対して、その解き方やコツなどを学んでいきます。

基礎 初級 中級 上級 実力養成 実力完成 入試即応 共通テスト 2次対 私大

❺ 中堅大学 読解記述（中堅）　
入試問題の長文を中心に総合読解に挑みます
通　学 5日間・8月8日 (日) ~ 12日（木）5:00 pm～7:00
・

阪大合格の先輩は「英語がわかるようになるコツは2つだけ」と断言。 
則ち(1) 単熟語を知っていること、(2) 英語は毎日読むこと。受験生の多くは何とか 年末までに入試
必修単語までをマスターしているのが現状。これを夏休みに 仕上げます、絶対に。2学期から応用英
語がよくわかるようになり、長文も意外に簡単に読めるようになります。毎回覚えた部分はコンピュー
ター消去し、残った単語だけ覚える形を取れば「あと少しだけ」と言うように頑張れます。

基礎 初級 中級 上級 実力養成 実力完成 入試即応 共通テスト 2次対 私大

❻ 必修単語1,000（中堅・基本）　
読解が出来ないのは必修単語が不足しているからよ
通　学 5日間・7月20日 (火) ~ 24日(土) 5:30 pm 7:00 
通　学  5日間・8月8日 (日) ~ 12日(木) 1:30 pm 3:00
・

共通テスト

夏季講座
コース申請フォームはこちらから

https://forms.gle/qiCridiSWQiuV1rn6
https://forms.gle/qiCridiSWQiuV1rn6
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