


2020年度冬期講習
GET OVER

12月21日（月）～1月9日（土）
１．講習を受けるとどうなるの？…講習ビフォー＆アフター

２．今年度をしっかり締めくくりたい！…学年末テスト集中対策

５．料金について詳しく知りたい！…受講例・費用について

６．申し込みはどうすれば？…授業開始までの流れ

☆おまけ☆ 12/19（土）中3生決起集会開催します！

７．もっと知りたい！…冬期講習Q＆A

2020年度オリジナルキャラクター
「4代目アップちゃん」
中3生I・Sさん作

３．悔いのない受験生活を実現しよう！…志望校合格プログラム

４．どんな状況でも学びを止めない！…１：１オンライン授業



★ここまで変われる！アップステーションの講習授業

今年度夏期講習を受講し、2学期中間テストで
5教科105点アップを果たした中2生A君

A君の受講回数…
数学：5回 英語：5回 計10回

夏期講習明けの最初のテストとなる2学期中間テストで見事105点アップを達成！（うち数学36点
アップ・英語26点アップを達成）
苦手分野に絞って復習し、ケアレスミスを徹底的になくしていったことが好成績に繋がりました。

今年度夏期講習を受講し、9月の北辰テストで
偏差値5科7.1アップ・3科10.2アップを
果たした中3生B君

B君の受講回数…
国語：6回 数学：4回
英語：8回 理科：8回
社会：8回 計34回

夏期講習明けの北辰テスト
で見事全科目偏差値アップ
を達成！

講習で集中的に復習を行い、
志望校合格を現実的なもの
へと引き寄せました。

１．講習を受けるとどうなるの？…講習ビフォー＆アフター



★あなたが抱える「冬の悩み」を一網打尽！

BEFORE

生活リズムの乱れが気になる…

範囲の広い学年末テスト、どこから手を付ければ…

いつまた休校になってしまうか不安…

無事受験を乗り越えられるのか…

今のモチベーションのまま受験を迎えられるのか…

AFTER

【個別スケジュール】【オンライン自習室】
でリズムの乱れを防げた

【個別カリキュラム】でやるべきことが明確に！

【対面＆オンライン授業】で学習習慣が途絶えること
がなかった！

【志望校合格プログラム】で万全の準備を整えること
ができた！

【決起集会】でやる気に火が付いた！

１．講習を受けるとどうなるの？…講習ビフォー＆アフター



★学年末テストは苦手を克服する大チャンス！

中間・期末テスト 学年末テスト ここに注目！

範囲 １～２カ月分 1年間の総復習
・毎年30~40%程１・２学期内容が出題される
・テスト範囲は「今まで習ったこと全部」
・今年はコロナ休校のしわ寄せも必至

科目数 ５～９科 全科目 ・どの地域／どの学年でも副教科を含めた「全科目」が実施される唯一のテスト

対策時期 約２週間前～ いつも通りじゃ
間に合わない！

・範囲が広いため「いつものテスト勉強」では間に合わないが…
・2カ月前から始めれば十分間に合う！

その他 「次」がある 「次」がない
・学年末の「次」はもう新学年。
・新学年は「前の学年の内容を理解していること」が前提で進んでいく
例）中1・一次方程式→中2・連立方程式

中2生に
とっては… 定期テストの一環 高校入試の予行練習 ・入試問題の約70％を占めるのが１・２年の内容

・それを丸ごと総復習できるのが学年末テスト

２．今年度をしっかり締めくくりたい！…学年末テスト集中対策



ピンチと捉えるかチャンスにできるか…冬休みの過ごし方次第！

【中1・数学】 【中2・英語】

２．今年度をしっかり締めくくりたい！…学年末テスト集中対策



成績アップまでの最短距離！
個別カリキュラム

・冬休みの勉強の計画が立っていない…

・明確な目標意識を持てずに勉強している…

・本当に復習が必要なのはどの単元なのか分からない…

解決！

アップステーションの冬期講習では事前に生徒一人ひとりの性格・
進度・ペース・理解度に合わせた個別カリキュラムを作成し、それ
に沿って無駄のない授業を行っています。学年末テストに向け最短
距離で対策をするための設計図とも言えるマストアイテムです。

こんな悩みを一気に解決！

２．今年度をしっかり締めくくりたい！…学年末テスト集中対策



個別スケジュール表

・部活や習い事と両立したい…

・間隔を空けずに授業を入れたい…

・無理のないペースで通いたい…

解決！

こんな悩みを一気に解決！

個別指導の強みの一つにスケジュールの融通が利くという点が挙げ
られます。アップステーションではスケジュールも一人ずつ個別に
作成するため学校や部活の日程とかぶってしまったというトラブル
を未然に防ぐことができます。

２．今年度をしっかり締めくくりたい！…学年末テスト集中対策

スケジュールも一人ひとり
個別に作成！



★「ここまでやればどんな問題が出ても大丈夫」を実現するラインナップ

☆個別カリキュラム＆スケジュール☆

合格に向け万全の準備を整えるため、受験生
は受験終了までを講習期間とし冬期講習終了
後は「直前講習」へと移行します。合格に向
けて無駄な授業は一切排除し、本当に必要な
単元だけを集約させた「あなた専用」のカリ
キュラムで講習に臨みます。

☆オンライン自習室＆質問対応☆

講習中はオンライン自習室を開放し、勉
強時間の確保と生活リズムの維持を実現
します。チャット機能を使った質問対応
も行っていきます。

☆全5回プレテスト☆

公立受験生へは1月より全5回にわたる
「プレテスト」を行い本番に向けての実
践力を養います。「プレテストと同じよ
うな問題が出た！」そんな感想が毎年続
出しているテストです。

☆理・社集中特訓クラス☆

知識の定着と演習が中心となる理・社は
クラス形式で一気に復習をしていきます。

※換気、座席間隔、3密回避のための時間
調整等感染対策を十分行った上で開講致
します。

☆2者面談・3者面談☆

ただでさえ不安がつきまとうこの時
期、小まめな面談・相談の場は欠か
すことができません。受験校の選
定・モチベーションの維持、些細な
悩みでも大きく膨れ上がる前に相談
していきましょう。

☆決起集会☆

アップステーション名物イベ
ントの決起集会を今年度も開
催します。ここでモチベー
ションを高め、講習のスター
トダッシュを切りましょう！

３．悔いのない受験生活を実現しよう！…志望校合格プログラム



★授業は全て１：１の完全マンツーマン◎
★宿題・チャット機能を使った質問対応もOK◎
★オンライン自習室も開講◎

４．どんな状況でも学びを止めない！…１：１オンライン授業

今後の感染状況・社会情勢等を踏まえ、
万が一対面授業を休止せざるを得なくなっ
た場合（休校措置が取られた場合や警戒レ
ベルが引き上げられた場合等）、アップス
テーションでは授業形態を「オンライン授
業」に切り替えて運営を続けて参ります。

どんな状況になろうとも学習機会が失わ
れてしまうこと・学びが止まってしまうこ
とは決してあってはなりません。

どうか主旨をご理解の上皆様のご協力を
お願い申し上げます。



★冬期講習から新しく塾に通い始める中2生A君

数学と英語は一度「苦手」と思ってしまうと一人では
手が付けづらくなるものです。しかしつまずいた所ま
で戻り苦手意識の芽を摘んでいけば必ず挽回できます。

学年末テストは範囲が広く一見大変そうですが、裏を
返せば自分の苦手分野がどこなのかをチェックできる
絶好の機会でもあります。

一つずつ、丁寧に復習していきましょう！

英語…４回

数学…４回

計……８回

【A君の困りごと】

アップステーションの解決策☆

～A君の回数と費用～

講習費用 25,000円＋税
※今後の社会情勢等により対面授業からオンライン授業へ移行となる場合もございます。

５．料金について詳しく知りたい…受講例・費用について



★学校の授業についていくのが大変な高1生Bさん
高校1年生にとっては大学進学に大きく影響を与えるのが学年
末テストです。「授業日以外でも質問したい」そんな時には
Skypeのチャット機能を使えば授業が無い日でも質問するこ
とができます。

「次回の授業日まで待たなきゃいけない…」「ここが解けな
いと次に進めないのに…」といった効率の悪い勉強とはもう
おさらばです。学校の先生や友達にはなかなか相談しづらい
ことも気軽に話せるのもアップステーション高校部の強みで
す。

数学…６回

古典…４回

計……１０回

【Bさんの困りごと】

アップステーションの解決策☆

～Bさんの提案回数と費用～

講習費用 32,500円＋税

５．料金について詳しく知りたい…受講例・費用について

※今後の社会情勢等により対面授業からオンライン授業へ移行となる場合もございます。



【STEP１】お問い合わせ

まずはお気軽にお電話・FAX・メールのいずれかでお問
い合わせください。面談の日程をご相談させて頂きます。

FAXの際は「お問い合わせ用紙」をご記入の上お送りく
ださい。

電話・FAX…月～土 14時～22時

戸田公園校（小森） 048-433-2323

白岡校（鈴木） 0480-91-0202

川口元郷校（相川） 048-420-9216

蓮田校（原山） 048-764-6666

メールアドレス（24時間受付中）
info@up-station.jp

【STEP２】個別面談

現在お困りのことについて詳しく
伺います。どんな些細なことでも
お気軽にご相談ください！面談後、
個別カリキュラム・計画表・スケ
ジュールの作成にあたります。

～過去実際に頂いたご相談の例～

・やる気と集中力を身に付けたい
・受験生としての自覚を持ってほしい
・言われなくても自分から机に向かうよ
うになってほしい
・目標意識を持って取り組んでほしい

【STEP３】お申込み

面談後、内容にご納得頂けたました
らお申し込みとなります。一旦持ち
帰ってご検討頂くことも可能です。

【STEP４】☆授業開始☆

最短でお申し込みの翌日から授業を
開始できます。目標達成に向けて一
緒に頑張りましょう！

☆お問い合わせから最短3日間で授業を開始できます。

☆授業開始まで料金は一切かかりません。学習相談だけ
のご用命も承っておりますのでどうぞお気軽にお問い合
わせください。

６．申し込みはどうすれば？…授業開始までの流れ



★これまでに実際に頂いたお問い合わせにお答えします！

少しでも気になることがあればお気軽にお問い合わせください☆

Q.授業日以外のサポートはありますか？

A.アップステーションでは授業日以外でも「個別計画
表」に沿った学習管理、Skype（スカイプ）のチャッ
ト機能を使った質問対応を行っています。料金は全て
受講費の中に含まれておりますので追加で頂くものは
ございません。

Q.支払い方法はどうすればいいですか？

A.お申し込み後、郵便局から納めて頂く「払込用紙」をお渡しします。分割納
入も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

Q.オススメの受講プランはありますか？

A.数学（算数）と英語の受講がオススメです。
この2科目は最も復習がしづらく、また、全ての
科目の土台となる知識を多く含んでいるからで
す。例えば数学が伸びることで理科の計算分野
や社会の地理の理解も早まります。もし1科目の
みということであればどちらか苦手な方、もし
くは「数学」をオススメします。

Q.体験授業はありますか？

A.はい、ございます。じっくりご検討頂けるよう、無料体験授業を最大4回
まで受講することができます。ぜひ塾選びの参考にしてください。

Q.感染症対策は行っていますか？

A.はい、アップステーションでは社会情勢
に応じ日々感染予防策を講じながら授業を
実施しています。具体的にはマスクの着用、
授業前の検温、1時間に1回以上の小まめな
換気、机・ドアノブ等の消毒・除菌を行っ
ております。
換気を行うにあたって室内の温度が下がる
場合がございますので、上着やウインドブ
レーカー等防寒できる衣服を持参ください
ますようご協力お願い致します。

尚、自宅にいながらアップステーションの
授業が受けられる「オンライン個別指導」
も行っております。

Q.冬期講習を受ければ成績は上がりますか？

A.冬期講習を「受けるだけ」で成績が上がる可能性は低いと思われます。ジムに入会するだけでは体が鍛えられな
いのと同様に、塾に入れば頭が良くなるということは残念ながらありません。しかし、毎回の授業を真剣に受ける、
個別カリキュラムに沿って家庭学習を継続する、アップステーションという勉強道具を最大限に利用する…これら
を続けられれば必ず成績は上がります。教える側も生徒側も、お互い全力で「成績アップ」という目標に向け進ん
でいきましょう。

７．もっと知りたい！…冬期講習Q＆A



★決起集会開催します！

中3生限定


