
2021年度冬期講習
12/21（火）～1/8（土）



【学年】中学２年（当時）

【部活】バレー部

【受講科目】数学・英語

【講習受講のきっかけ】
2学期までの内容を復習するため。

【こんな講習を行いました！】
・過去に学んだ内容を思い出すため、
丁寧に１から指導しなおしました。
・忘れてしまわないよう、授業内で
行った問題をもう一度宿題にして、
繰り返し解くことを意識しました。

これがアップステーションの冬期講習です！

【学年】中学１年（当時）

【部活】ボート部

【受講科目】数学

【講習受講のきっかけ】
1年間の総復習をして抜けている
ところをカバーするため。

【こんな講習を行いました！】
・「これ実は簡単な問題なんだよ！
○○ちゃんならできるよ！」と絶え
ず励まし、数学への苦手意識を取
り除きました。
・宿題も「自力でできるもの」だけ
を出し、「できた」「解けた」という
成功体験を積み重ねました。

↑Oさん用に作成した
実際のカリキュラム Oさん用に作成した

実際のカリキュラム

～昨年度学年末テスト結果より～



【講習受講のきっかけ】
野球と勉強の両立を図るため

【こんな講習を行いました！】
・２学期までの単元を総復習し
ました。
・英語では文法事項を中心に
一つずつ復習を実施しました。
・数学は解き方を確認しながら、
演習を通常より多めに行いま
した。

【学年】中学１年（当時）

【部活】バスケ部

【受講科目】数学・英語

【講習受講のきっかけ】
学年末テストで高得点を狙うため

【こんな講習を行いました！】
・基礎問題は宿題で、授業内では応
用問題を中心として、解く手がかり
を見つける練習を繰り返しました。
・講習テキストだけでなく、学校から
の課題も授業内で行いながらテスト
で狙われそうな問題の練習も行いま
した。

↑Yさん用に作成した
実際のカリキュラム

【学年】中学２年（当時）

【部活】野球部

【受講科目】数学・英語

【講習受講のきっかけ】
来年の受験を見据えて力を付けて
おくため

【こんな講習を行いました！】
・単語、熟語の量を増やすため、毎
回テストを実施しました。
・基礎問題に絞り、確実に取る問題
を意識できるようケアレスミスの撲
滅を目標としました。

【講習受講のきっかけ】
集中して勉強できる環境が
欲しかったため

【こんな講習を行いました！】
・同じ目線に立ち、説明の際
は丁寧に言葉を選びました。
・すぐに答えを教えず、じっく
りと「考えさせる時間」を与え
ました。



【MOVE】
意味…動く・行動を起こす・実行する・進展する

手を動かし、頭を動かし、成績を動かす✏

行動は現実を変える唯一の手段です

心配は行動の不足からやってきます

たくさん読んで、たくさん考えて、たくさん解いて

「今までで一番充実していた！」

胸を張ってそう言える冬休みを実現させましょう

2021年冬、今年の冬期講習のテーマは
“MOVE!!”です☆



2021年度冬期講習

MOVE!!
12月21日（火）～1月8日（土）

１．冬期講習ビフォー＆アフター

２．個別カリキュラム＆個別スケジュール

３．志望校合格プログラム

４．受講例・費用例

５．特別講座「リアル社会～学校では教わらない人生の授業～」

６．授業開始までの流れ

７．冬期講習Q＆A
2021年度オリジナルキャラクター

「5代目アップちゃん」



１．冬期講習ビフォー＆アフター

★ここまで変われる！アップステーションの冬期講習

BEFORE

範囲の広い学年末テスト、
どこから手を付ければいいのやら…

受験を後悔なく乗り越えられるか不安…

冬休み中に勉強の習慣が崩れてしまわないか心配…

最近うまくいかないな…と感じることが多い

AFTER

【個別カリキュラム】でやるべきことが明確に！

【志望校合格プログラム】で万全の準備を整えられた！

【個別スケジュール】で学習習慣を維持できた！

【リアル社会】でストレスの対処法が身に付いた！



【中1・数学】

【中2・英語】

学年末テストは範囲が広い！

☆1学期・2学期内容が30～40点出題される
☆2カ月前から始めれば十分間に合う

15%

25%
60%

出題範囲

1学期内容 2学期内容 3学期内容



個別カリキュラム

・冬休みにやるべきことがハッキリ分かる！

・明確な目標を持つことができる！

・本当に必要な単元に絞って勉強できる！

・自信を持って３学期を迎えられる！

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、行き当たり
ばったりではない計画的な授業を行っています。１・２学期の復習内容
と3学期の先取りを盛り込んでいるので、自信を持って新学期をス
タートすることができます。

２．個別カリキュラム＆個別スケジュール

こんな効果を発揮します！



個別スケジュール

・部活や習い事と重ならずにスケジュールを組める！

・宿題カレンダーで勉強の習慣を身に付けられる！

・間隔を空けずに授業を入れるため、前回内容を忘れる
ことなく進められる！

２．個別カリキュラム＆個別スケジュール

こんな効果を発揮します！

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。また、宿題は「宿題カレンダー」を使って日割りで出して
いくため「何から手をつければいいか分からない」がなくなります。



３．志望校合格プログラム

★「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。

☆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！」という声が毎年上
がっているテストです。

☆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！

☆高校準備講座☆

志望校に合格することはもちろん大
事なことですが、本当に大事なのは
高校に入ってからも成績を維持する
ことです。受験終了後は高校準備講
座を開講し、高校生活のスタート
ダッシュを実現させます。



４．受講例・費用について

★冬期講習から新しく塾に通い始める中1生A君

2021年4月に中学校に入学したA君。新しい制服、新しい
クラスメイト、初めての部活…1学期は何をするにも新鮮な気
持ちで毎日を過ごしていました。
ところが、2学期も中盤に差し掛かった10月頃から中学校
生活にも慣れ、2学期の期末テストでは数学と英語で初めて
平均点を下回ってしまいました。何事も慣れるのは良いこと
ですが、一方で「力の抜きどころ」が分かり「気の緩み」も見ら
れるようになり、学年末テストでの立ち直りを図るためアッ
プステーションの冬期講習を受講することになりました。

英語…４回

数学…６回

計……１０回

【A君の困りごと】

A君のストーリー

～A君の回数と費用～

講習費用 34,375円（税込）



４．受講例・費用について

★学校生活にストレスを感じ、思うように勉強が
はかどらない中2生Bさん

2年生になってから部活が自分たちの代になり、吹奏楽部
の部長を任されたBさん。コンクールに向けて一致団結とい
きたいところでしたが1年生と2年生の間で衝突が絶えず、
「あの人と一緒のパートになるのは嫌だ」「あの子が部活辞め
たいと言っている」…そんな相談を毎日のように受けていま
す。
このままでは自分の練習もままならず、また、勉強面で遅
れを取ってしまわないか日に日に不安が大きくなりました。
一人の力ではどうにもならないと感じ、アップステーション
の冬期講習を受講することになりました。

英語…6回

数学…6回

リアル社会…３回

計……１５回

【Bさんの困りごと】

～Bさんの回数と費用～

講習費用 47,850円（税込）

Bさんのストーリー



４．受講例・費用について

★高校受験を乗り越えられるか心配な中3生Cさん

第一志望が公立高校のCさん。これまで自分の力で勉強
に励んできましたが、10月・11月の北辰でそれまで「A判
定」だったのが「C判定」となってしまいました。周りの子た
ちが着実に力をつけていることに焦りを感じ、
「このままでは志望校を下げることになってしまう。それ
だけは避けたい！」
とアップステーションの冬期講習を受講することになりま
した。

国語…8回
数学…１０回
英語…６回
理・社パック…２４回

計……４８回

【Cさんの困りごと】

～Cさんの回数と費用～

講習費用 125,400円（税込）

Cさんのストーリー



４．受講例・費用について

★学校の課題と部活に追われている高２生D君
2年前、中3の時に受験勉強を頑張り見事第一志望校へ
の合格を果たしたD君。しかしその後部活に没頭する日々
に追われ、高1終了時点では学年100位以内をキープで
きていたものの、高2の2学期中間テストでは150番台と
順位が低迷しています。
「何とかしなきゃ」と思いながらも部活の忙しさを理由
にこれまで具体的な手を打ってきませんでした。しかし、
「学校が休みになるこのチャンスを逃したら大学受験に響
いてしまう」と危機感を感じ、アップステーションの冬期講
習を受講することになりました。

数Ⅱ…6回

物理…４回

リアル社会…３回

計……１３回

【D君の困りごと】

～D君の回数と費用～

講習費用 47,850円（税込）

D君のストーリー



５．特別講座「リアル社会～学校では教わらない人生の授業～」vol.2

今、中高生たちに伝えたい３つの処世術

★ストレスの正しい対処法3選

★集中力を高める３つの方法

★人生をもっと充実させる３つの方法

今年の夏に開催し好評を博した「リアル社会」。この冬、早くも第2弾の開催が決定
しました！

「ストレスが減って気分が軽くなった」
「余計なことを考えず勉強に集中できるようになった」
「新しい考え方を身に付けることができた」

そんな、日常生活やこれからの将来で必ず役立つ知識を全3回に渡って伝授します。

中高生必見の講座です！



６．授業開始までの流れ

【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～21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・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
・勉強のやり方を教えてほしい
・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☆

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日程で授業を開始
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。



７．冬期講習Q＆A

★過去実際に頂いたお問い合わせをご紹介します。

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。授業がない日でも質問することができま
すので分からない問題を次回授業まで放置してお
くことがなくなります。また、数に限りがございま
すが自習スペースも設けております。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科目は全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や地
理の理解も早まります。毎年アップステーションの
冬期講習では「数・英」受講の生徒が全体の80%
以上を占めています。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.申し込み期限はいつまでですか？

A.申込期限は１２月２９日（水）となっており
ます。それ以降は通常授業でのお申込みとな
ります。目標を確実に達成できるようどうぞ
お早目のお申込みをお待ちしております。

Q.感染症対策は行っていますか？

A.アップステーションでは感染予防
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。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」も稼働中で
す。お気軽にご相談ください。

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」では残念ながら成績が上がる可能性は低いで
す。しかし、「毎回の授業に休まず出席する」「宿題カレンダーに沿って日割
りで宿題を行う」「分からないことはその場ですぐに質問する」…これらを継
続していけば必ず成績は上がります。一番頑張ったと言える冬休みを一緒
に実現していきましょう。


