
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

城北スクール 
    大学受験部 ＢｅＥＸ 

初めて講習会に参加する方
は、最大２講座無料です。       

第１期 ７/25(月)～７/28(木) 

第２期 ７/30(土)～８/２(火) 

第３期 ８/ 4(木)～８/７(日) 

夏 
 
期 
 
講 
 
習 
 
日 
 
程 
 

2022 夏期講習 

第４期 ８/18(木)～８/21(日) 

第６期 ８/28(日)～８/31(水) 

第５期 ８/23(火)～８/26(金) 



 

英語：夏期講座内容 
 

講座名【長文読解】 講座内容 

長
文
読
解 

国立早慶英語長文読解 

早慶上智など、難関私大を志望する人対象。３００～６００語程度の、頻出テーマを扱

った長文を時間内に余裕をもって読み、選択肢を選ぶ基準や、消去する根拠を明確

に考えられる視点を養成する。 

国立 GMARCH英語長文読解 

国立や GMARCH レベルを志望する人対象。前後の文脈を把握しながら読み、設問

をぶれない視点で解く方法を育成する。 速読・速解の技術も習得する。 

国立 GMARCH英文精読 

国立や明治、立教などの上位大学の良質な英文を用い、長文読解へ発展させる、読

解の基礎力を養成する。複雑な文をスムーズに整理し、意訳が必要な文章を正確に

和訳できる力を育成する。 

読
解
基
礎 

国立 GMARCH英語への 

ファーストステップ 

立教、明治、青山学院をはじめ、上位人気大学の良質な英文を用いて、複雑に見える

英文もわかりやすく理解し、自分で和訳する力をつける。読解に必要な文法や構文、

単語力も養成する。 

国立早慶英文法 

早慶上智などの頻出問題・合否を分ける難問に自信を持って解答できる、盤石な文

法力を養う。正誤判定・整序英作文・前置詞問題など、知識を問う問題も演習する。 

英
文
法 

国立 GMARCH英文法 

国立や明治、立教などの上位大学の良問を集め、英文法の重要事項を徹底理解し、

応用問題に対応できる考え方を身につける。 

高２英文法 一学期で学んだ内容を定着させ、応用力を養う、高２専用の英文法講座。 

高１英文法 英語の基礎力をしっかり固める、高１専用の英文法講座。 

 

数学：夏期講座内容 

講座名 講座内容 

スタンダード数学Ⅲ 

＜極限・微分＞ 

教科書程度の基礎力があることを前提に、入試標準問題の演習・解説を行います。問題の着眼点

と解答方針を系統的に理解させ、応用力を養います。 

スタンダード数学Ⅲ 

＜積分計算＞ 

積分計算を、置換積分・部分積分などの基本公式の扱いを確認し、総合演習で実戦レベルまで引

き上げます。数学Ⅲは、「積分法」からの出題が圧倒的に多く、積分計算をいかに正確にできるか

がカギです。実戦レベルで演習を数多くこなさなければなりませんので、是非受講してください。 



 

スタンダード数学Ⅲ 

＜複素数平面＞ 

数学Ⅲの範囲から「複素数平面」を基礎から解説します。基本事項を押さえた上で演習を行い、

学習事項の定着を図ります。 

スタンダード数学ⅡB 

＜数列＞ 

受験生の多くが苦手とする単元です。基本事項の理解から、入試問題演習まで行います。苦手意

識を払拭し、得点源とするだけの実力をつけます。 

スタンダード数学ⅡB 

＜ベクトル＞ 

苦手な生徒が多い「ﾍﾞｸﾄﾙ」の基本事項を理解し、精選された演習問題を通してﾍﾞｸﾄﾙの徹底理

解を図り、入試問題を解くための応用力をつけます。 

スタンダード数学ⅠA 

＜場合の数と確率＞ 

「場合の数・確率」を基礎から確認し、入試標準レベルまでレベルアップする集中学習講座です。

過去に出題された良問を使って、確かな解法を提示、習得させ、合格レベルに到達できる実力を

つけます。 

有名私大数学ⅠAⅡＢ 

＜確率＞ 

入試に頻出の代表的なパターンを中心に、実践問題を扱って演習・解説を行います。特に、受験生

にとってマスターしづらいテーマに絞り丁寧に解説していきます。 

基礎強化数学ⅠＡ 

＜2次関数演習＞ 

数学Ⅰの範囲で特に重要な「2次関数」を中心とした、１学期の学習内容の定着を図る講座です。

未消化な部分の補強にぜひ役立ててください。また、発展問題にもチャレンジしますので応用の練

成にもバッチリです。 

基礎強化数学ⅡＢ 

＜指数関数と対数関数＞ 

数学Ⅱ「指数関数・対数関数」について、基本から丁寧に学習します。指数や対数の計算では、新

しい記法や使い慣れない記号が多く出てくるために混乱しがちです。しかし、決してルールは難しく

ないので、しっかりと演習量を重ねることで一気に得意分野にすることも十分可能です。この講座

を受けて、数学克服への突破口を開きましょう。 

 

国語：講座内容 

講座名 講座内容 

早大国語 

現代文：早大を志望する受験生を対象に、入試問題演習を通して、高度な客観式問題の解法を重

点的に学習します。また、記述問題に対応できる表現力も養成します。 

古文：早大を志望する受験生を対象に、難度が高く読み応えのある長めの文章と難解な設問に取

り組んでいきます。 

国立早大古文 

国公立・早大を志望する受験生を対象に、難度が高く読み応えのある長めの文章と難解な設問に

取り組んでいきます。とくに国公立の記述問題に対応できる力も養成します。 



 

GMARCH現代文 

GMARCHレベルの入試問題の演習を通して、客観式問題の解法を重点的に学習します。解法の

テクニックはもちろん、文章の内容把握もできる力を教授します。 

有名私大現代文 

センター・私大レベルの入試問題の演習を通して、客観式問題の解法を重点的に学習します。「接

続語」「指示語」の働きなどの基本事項の理解を図り、読解力を身につけていきます。 

GMARCH古文 

GMARCHレベルの入試問題の読解問題を中心に学習していきます。身につけた単語や文法の知

識をいかに運用して内容理解を深めていくかを教授します。 

有名私大古文 

センター・私大レベルの入試問題の読解問題を中心に学習していきます。身につけた単語や文法

の知識をいかに運用して内容理解を深めていくかを教授します。 

高２国語（現代文・古文） 

出題範囲が決まっている学校の定期テストはできるのだけれど、実力テストや外部模試ではさっぱ

り。なんとしても秋以降に結果を出したいという意気軒昂たる高２生に打って付けの講座です。 

 

理科・地歴公民：講座内容 

講座名 講座内容 

受験総合物理①② 

夏期講習では「波動基礎論・音波」を中心に扱います。「波動分野」は特に難関大で差が

つく単元であり、２学期に学ぶ「光波」につながる部分でもあるので、この夏で「波動」の基

礎体力を養成し、生徒諸君の実力アップを実現いたします。 

受験総合世界史 

〈現代史 1945年～〉 

夏は世界史を制する季節です。ここで勉強しなければいつ勉強するのか！夏休みは世界史

を克服する大チャンスです。夏期講習では特に入試に狙われる現代史を集中的に講義しま

す。この授業で皆さんの世界史の偏差値は格段に上がるでしょう。 

受験総合日本史①②③ 

〈近世史〉 

1学期の授業内容を受けて、室町時代から江戸時代の通史を学習します。江戸時代は受験

日本史の要になる時代です。 夏休み中にしっかり仕上げて、2学期からの近現代史に備え

ましょう。 

受験総合日本史④⑤ 

〈文化史〉 

飛鳥文化から江戸時代までの文化史を扱います。文化史は受験生が不得意とする分野で

すが、共通テストや私大入試でも出題されます。避けることなく、正面から向き合いましょう。 

 

 



 

２７名 
合格 

１1２名 
合格 

 

上野校･亀戸校 ２教室のみの合格実績 

 

合格おめでとう！！ 

＜国公立大学＞  
東   京大学：２名      東京外語大学：１名 

東京農工大学：２名      東京学芸大学：２名 

東京都立大学：１名   埼   玉大学：３名 

                     他、国公立大学：４名 

＜難関私立大学＞  
慶應義塾大学：２名    早稲田大学 ：９名   

東京理科大学：７名 

明  治大学：１１名      青山学院大学：２名 

立  教大学：  ８名     中   央大学：６名 

学習院大学：  ３名        法   政大学：1 名 

 

＜名門私立大学＞ 

成蹊大学  成城大学    明治学院大学 

獨協大学  國學院大学  東京女子大学  

武蔵大学  日本女子大学 

＜有名私立大学＞ 
日 本大学  東 洋大学  駒 澤大学 

  

専 修大学  工学院大学 芝浦工業大学   

千葉工業大学  東京農業大学  

東京電機大学  東京都市大学          他多数合格 

 2022年度 大学入試結果 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Ｓ.Ｒ君  (開成高校) 

東京大学 理科Ⅰ類 
ＢｅＥＸでの二年間は、とても充実した楽しい日々でした。この二年間が充

実したものになったのは、共に同じ目標に向かって頑張ってきた仲間や、我々
を見守り、励まし、議論してくださった担当の方々、私を影で気遣って支援し
てくれた両親、そして快適にＢｅＥＸで過ごせるように取り計らってくれた事
務の方々のお陰であると思います。 
ＢｅＥＸに通うことによって感じることのできた経験は数うるに勝うべか

らずです。其のうちの一つとして、担当の方々と我々の距離の近さによって生
まれる、質問や議論があります。自分が質問や議論の当事者である場合は言う
もさらなり。傍観者である場合にも得るものがあり、とても貴重な経験となり
ました。ＢｅＥＸで経験できたことは他にもあります。共に頑張る仲間と、Ｂ
ｅＥＸの帰りの電車で、様々なことについて対話したこともその貴重な経験の
一つです。また、ＢｅＥＸの英語のＭ先生は寛容で、自由にリラックスして冗
談なども言いながら、ほどよい関係性で過ごすことが出来たことはとても楽し
い思い出になりました。二年間本当にありがとうございました。 
 

Ｍ.Ｓ君 (岩倉高校)  

早稲田大学法学部／早稲田大学教育学部／明治大学政治経済学部 

／明治大学経営学部／法政大学法学部 
早稲田大学の合格発表のページで自分の受験番号を見つけた。早稲田大学

に合格した。その途端、私は階段を駆け下り、母に伝えた。明治大学に合格し
た時もかなり喜んでいたので、この時の母の喜びは半端ではなかった。自分も
まさか合格するとは思っていなかったので、何度も合格を確かめた。「こんな
ことが本当にあるのか」と現実感がなかった。高１から城北スクール BeEXに
通い始めた時、英語が得意ではなく、英語の偏差値は４５、国語も５０くらい
だった。高１英文法で基礎固めをし、高２では高いレベルの授業についていけ
るようになった。周りの人のレベルが高く、良い刺激になった。志望校は早稲
田大学。無謀な挑戦だと思いつつも、志望校を下げようと思ったことは１度も
なかった。模試では成績が振るわず、E判定ばかりだった時も、あきらめずに
とにかく勉強を続けた。継続、音読、基礎の反復が命。これが BeEX学んだこ
とだ。早稲田法学部の過去問だけで１６年分やった。最初はまるで歯が立たな
かったが、続けるうちに希望が見えてきた。英作文の添削もしてもらえたのが
非常に助かった。１人では決して果たせないはずだった夢が、完全な形で叶っ
た。先生、スタッフの皆様、最後まで応援してくださり、本当にありがとうご
ざいました。 
 

 2022 年度 大学入試 合格作文 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ＢｅＥＸ個別指導コース 

 

 

 

■指導スタイル ●完全マンツーマン(１対１)形式で、１コマ８０分の個別指導 

■費用(税込)  ●夏期講習授業料（税込み）１講座(４回分) 

           高１：２７，５００円 高２：２８，６００円 高３：２９，７００円 

         ●教材費  実費 

■指導時間帯   月～土 

１限 17:20～18:40 ● ● ● ● ● ● 

２限 18:50～20:10 ● ● ● ● ● ● 

３限 20:20～21:40 ● ● ● ● ● ● 

  

★体験授業のご予約方法 

(1)インターネットでのお申込み  

スマートフォンのカメラでＱＲコードを読み取り、 

資料請求・お問い合わせフォームよりお申込みくだ 

さい。 

(2)お電話でのお申込み 

ＢｅＥＸ上野校 03-5806-1147 

＜＜高１・高２生のお薦め体験講座＞＞通常月の講座です。 

●高１生 

高１英文法       水曜  １５：2０～１６：2０ または、 

                    木曜  １６：2０～17：2０ 

  基礎強化数学ⅠＡ   月曜  １7：2０～１8：4０ （ZOOM） または、 

                      水曜  １8：0０～１9：2０ （ZOOM） 

●高２生 

高２古文         水曜  １５：５０～１７：１０ 

高２英文法       火曜  １6：２０～１7：２０ 

  国立ＧＭＡＲＣＨ英語  金曜  １８：５０～１9：１０ 

  へのファーストステップ   

基礎強化数学ⅡＢ  木曜  １８：５０～２０：１０ 



 

  

２０２２ 夏期講習 申込方法 

 

内容は濃いけど、超リーズナブル！ 

●講習費 

本講習１講座(８０分×４回)＝15，235円 

※テキスト代は、授業料に含まれています。 

●夏期講習料金 

＜集団授業料金＞(税込) 

受講講座数 講座料金 

１講座 １５,２３５円 

２講座 ３０,４７０円 

３講座 ４５,７０５円 

４講座 ６０,９４０円 

５講座 ７６,１７５円 

６講座 ９１,４１０円 

※７講座以上のお申し込みは、事前にご相談ください。 

 

＜個別指導コース料金＞（税込） 

 １講座 ２講座 ３講座 

高１生 27,500円 55,000円 82,500円 

高２生 28,600円 57,200円 85,800円 

高３生 29,700円 59,400円 89,100円 

※集団授業と併用する場合、お得な割引制度があります。 

 

 

 

上野校 ０３－５８０６－１１４７ 
〒110－0005 

台東区上野７－９－４岩城ビル 

●申込方法 

 

直接ご来校の上、お申込み手続きを行ってください。 

※電話予約をいただければ、すぐにお手続きができます。 

以下の手順で受講できます。 

電話相談⇒お手続き⇒費用納入⇒テキスト配布⇒受講 

 

●学費納入方法  

 

明細書発行後、３日以内に銀行振込でお支払いください。 

●受付時間 月曜日～土曜日 14:00～21:00 

(休館の場合もありますので、電話でご確認ください。) 

 

●テキスト配布 

 予習が必要な科目もありますので事前に配布いたしま 

す。ただし、当日配布のテキストもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


