
■SD10申込方法

2月8日（水）までに
直接希望校舎窓口へ専用の申込書をご提出下さい。
※小6時、全教研講座生だった方は、在籍していた教室へ
　提出されても結構です。

※お申込殺到時には、発行にお時間をいただくことがあります。

新規生の方は、お振込用紙をお送りしますので、
お振込をお願いいたします。

校舎窓口

学費振込（口座振替）2

申込み1

SD10受講開始 テキストは受講開始日にお渡しいたします。3

スタートダッシュ

スタートダッシュ 10デイズ

■SD10学費 全10回分
スタートダッシュ

※上記金額は教材費含む

22,000円（税込）

44,000円（税込）

1講座 （英語または数学）

2講座 （英語・数学）

■SD10開講校舎
スタートダッシュ

※全教研久留米本部教室ではありません。

☎0942-33-9637
久留米本校

☎092-731-5575
赤坂校
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久留米本校

附属小・中

久留米本部教室

対象中学／久留米大学附設中学校 対象中学／福岡大学附属大濠・
　　　　　西南学院・筑紫女学園中学校

SD10days講座受講要項
※日程は学校行事などにより変更されることがあります。■SD10日程

スタートダッシュ

2/11（土）第1回 2/18（土）第2回 2/25（土）第3回

3/5（日）
3/4（土）第4回 3/11（土）第5回 3/18（土）第6回

第7回 第8回 第9回 第10回 3/22（水）～ 3/29（水）
※第4回（3/4または3/5）と第7回～第10回（上記期間中に4回実施）は
　校舎によって日程が異なります。同封の時間割をご参照下さい。

対象中学

進学生のための特別講座！

2023 2/11 START!土

スタート ダッシュ

10デイズ
StartDash
10daysプログラム

完全学校別

中 高 一 貫 校 中 学 生 専 門

久留米大学附設・福大大濠・西南学院
筑紫女学園(Ⅰ類)ほか

ためになる情報が
盛りだくさん！

入学説明会

プレゼットアップ
進学する中学の
情報
先取り!

■内容

1 皆様の進学される
中学校の情報
（学習・行事・部活動など）

2 Pre.Z-UPの描く、
学校別デザイン

3 新大学入試制度に
ついて

■説明会 会場
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準備の都合で、開催2日前までにご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、説明会会場では入学説明会ご参加の申込受付をしておりません。

☎0942-33-9637久留米本校
久留米大学附設

☎092-731-5575全教研赤坂校
福大大濠・西南学院・筑紫女学園

■申込方法
お電話にてお申し込みください。

※開始10分前にはご着席ください。■日程

筑紫女学園（Ⅰ類）中学校

福大附属大濠中学校

西南学院中学校

久留米大学附設中学校

筑紫女学園（Ⅰ類）中学校
福大附属大濠中学校
西南学院中学校

進学される中学校 開催会場 実施時間 参加申込先

全教研赤坂ビル

全教研赤坂ビル

全教研赤坂ビル

久留米ホテル

zoom配信

13：00～14：15

11：30～12：45

13：30～14：45

11：00～12：30

20：15～21：30

1/29
（日）

1/30
（月）

1/22
（日）

1/28
（土）

2/2
（木）

全教研に
お通いの方

小学部各教室まで

ご新規の方

Pre.Z-UP
各校舎まで

※zoom入室には、ID+passが必要となります。全教研講座生にはエルメモにてID+passをご連絡いたします。
　新規生で参加希望の方にはお問い合わせ頂いたのち、口頭にてID+passをお知らせいたします。

スタートダッシ
ュ！の

SD1
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StartDash
10daysスタートダ

ッシュ 10
デイズ プログラム

「学校別
」で中学で

好スタート！

Start Das
h 10days

から

中学入学ま
での流れ

第1回～第6回
基本編

中学内容の効率的な予習を行う！

全校舎横断
ウルトラコンクール
第6回実施

SD10days「基本編」で身につけた基
本的な知識の定着度合いをはかるテス
トです。Pre.Z-UP2会場全員で競うこ
とのできる、チャンスです！

英語コンクール

計算コンクール

第7回～第10回
応用編

ライバルを大きく引き離す
得点力の定着！

キミはPre.Z-UP
の中で

何位以内を目指す！？

SD10days
Ⅰ期

中学入学
Start Dash!

新しい学問である英語・数学に早く
から慣れていくことで、進学後の学
習面での負担を軽減します。１期で
は中高一貫生にとって必修となる知
識を定着させることに力点を置いて
いきます。

Ⅱ期では、「大濠ではbe動詞はこう出される！」「附設では文字式の
文章題の傾向はこうだ！」といった学校別の特色がきわめて強く打
ち出されてきます。ここから、中学校で初めての定期試験で上位に
入ることを本格的にめざしていきます！

何で学校別なの？Q
それぞれの中高一貫校では、学校別に勉強
面、学校生活面での特色が大きく違いますの
で、それぞれの学校で大学受験において成功
する波への乗り方が異なるからです。

A

基本編

SD10days
Ⅱ期
応用編

Ⅰ期

Ⅱ期

例えば、英語
では

長い文を書
くのに必須

の

語順学習が
早くも

第２回に登
場！

中高一貫生
だから

ここまでや
る！

同じ単元でも、
学校によって
出題のされ方は

大きく違います！

対象校別通
常講座で

上位席次を狙
う！

おめでとう
ございます!

志望中学
合 格 ！

基本編の仕上げに！
中間試験プレテスト
学校別に過去問を徹底研究して作成した
「中間試験プレテスト」で、ライバルを大きく
引き離した状態で中学に入学しよう！

応用編の仕上げに！
学
校
別
で
本
当
に

得
点
に
な
る
力
の
養
成
！

目指すは

中間試験トップよ！

我々がキミに
中学校スター

ト時の

アドバンテー
ジを授ける！

の特色
対象とする中高一貫校中学に的を絞った内容を提供
するために、学校別のクラスで展開！
■学校別の成績上位を取るポイントについては裏面をご覧ください。



講座のご案内
スタート ダッシュ 10デイズ

StartDash10days学校別

西南学院(筑紫女学園Ⅰ類)中学｜赤坂校
西南ではこう過ごせ！

数学 カリキュラムと到達目標
１ 算数と数学のちがい？
算数から数学へ変わるのは名前だけ..？
これから出てくる用語を交えて、
数学の楽しさを味わいます！

２ 正の数・負の数
０は数の始まりでなく中心..？
数字の世界をここで一気に広げます。

３ 正負の数の計算の決まり①（加法・減法）
正・負の数の足し算引き算を学習します。
計算の基本を正しく身に付けます！

４ 正負の数の計算の決まり②（乗法・除法）
正・負の数のかけ算わり算を学習します。
累乗・指数などの新たな計算方法を学習します！

５ ごちゃごちゃ計算！（四則計算）
たす・ひく・かけ・わる全てを含んだ計算に挑戦！
一見どこから解くのか悩むけど..
攻め方を学習します！

６ 全校舎横断ウルトラ計算コンクール

７ 正負の数の計算を極める！！
一度の学習で本当の力が身に付くほど
計算は甘くない！今一度計算方法をじっくりと
見直します！

８ 正負の数の文章問題を極める！！
計算の後には文章問題！仮平均などの独特の
計算方法に挑戦します！

９ アルファベット（文字）を使った式のルール！
文字を使っての計算は数学独特！
その基礎（ルール）を徹底的に学習します！

１０ 新中1プレテスト 

●学習第一！
西南中学は「自由」「部活動が華やか」「宿題が少ない」等、学
習面で自由がききやすい学校です。しかしそれは、「自分で考
え、どんどん自学していくために学校が用意してくれた自由な
時間」ともいえます。どんなに部活動が忙しくても、全教研や
ご家庭で毎日必ず学習する習慣をつけましょう。

●モチベーションの維持！
西南中学は「自由」で「定期試験の順位公表もない」ので、
ついつい楽なほうへ流れてしまうときがあります。学習を積
み上げ、将来希望する進路を実現していくには、中１生のと
きから宿題や提出物等、自分をきちんと律し、やるべきこと
を確実にやっていく姿勢を作っていくことが大切です。

●復習する人の成績は伸びる！
西南中学の学習進度は以前より速くなってきています。毎日
学校の授業で次々と学習する新出事項は、一度聞いたくらい
では定期テストで正解することが難しいと言えます。毎日しっ
かりと復習し定着させましょう。

福岡大
学附属大濠中学｜赤坂校

大濠ではこう過ごせ！

数学 カリキュラムと到達目標
１ 正の数・負の数
算数から数学への変化は数字の世界が広がる
ということ！『算数』ではない『数学』を学習します！

２ 正負の数の計算①（加法・減法）
新しく学習した負の数を使ってのたし算・ひき算！
ここでは計算の基本を徹底学習します！

３ 正負の数の計算②（乗法・除法）
計算には当然、かけ算・わり算がある！累乗や
指数などの新しい計算方法を学習します！

４ 正負の数の計算③（四則）
４つの計算全てが混ざった四則！どこから手を
つけるのか..その計算方法を学習します。

５ 文字をつかった式（文字式）
数学に文字は切っても切り離せません！
その基礎となる文字式について学習します！

６ 全校舎横断ウルトラ計算コンクール

７ 色々な数量を文字式で表す
文字を使って数量を表す..知識は算数だけど
文字が絡むと..算数の復習もあわせて文字式を
学習します！

８ 正負の数の計算・文章問題を極める！！
計算の後には文章問題がつきもの..
仮平均などの独特の計算方法に挑戦します！

９ 文字式を極める！
計算の後には文章問題がつきもの..仮平均など
の独特の計算方法に挑戦します！

１０ 新中1プレテスト 

●厳しい順位競争を常に意識する！
大濠中学で学年トップをとることはとても難しいことで
す。たくさんの生徒の皆さんが、切磋琢磨し、より高い学
力をつけようと努力しています。毎日学校の授業で次々
と学習する新出内容を、全教研やご家庭で自学、復習す
るのは大濠生にとって「当たり前」のことなのです。

●将来の「目標」「夢」を持ち続ける！
多くの皆さんが学習に情熱を燃やす理由は、将来の
「目標」や叶えたい「夢」があるからではないでしょう
か。今持っている目標をしっかりと胸に刻み、その実現
の大切な手段の一つとして学習をしていきましょう。

●順位にこだわる！
大濠中学での学年順位は、そのまま「九州大学に行けるか」
「医学部に行けるか」を図る尺度となりえます。まずはトップ３
０に入ることを目標に学習を始めましょう。

全教研赤坂校 数学科
鴨川正明

大濠中生指導の
プロフェッショナル
鴨川先生に聞く!

全教研赤坂校 英語科
古木綾子

西南中生指導の
プロフェッショナル
古木先生に聞く!

英語 カリキュラムと到達目標

7～8 To Ask and Answer Your Neighbors.
「これは何？」「あの人はどなた？」「朝食には何を食べるの？」「ボール
を何個持っている？」･･･Yes/Noにとらわれない問いかけとその応え
方について学習します。「何」「誰」などの表現を知ると相手への質
問の幅がぐっと広がって、新しい仲間とより深く知り合えるようになり
ます。（新出内容：WhatとWhoの文  英単語：一般動詞  副詞）

9 To Read Stories and Answer the Questions.
ここまで、皆さんは様々な英文法を学習し、英語のライティング練習をし
てきました。それらの英語をフル活用して「英語で書かれた文章」を読
み、英作文したり、読解問題にチャレンジしたりしてみましょう。中学受験
生のときには「読解」といえば「国語」だったと思いますが、今日からは
「英語」でも読解問題を解けるようになります！（新出内容：長文問題）

１０ 新中1プレテスト

６ 全校舎横断ウルトラ英語コンクール

1～2 To Introduce Yourself.
大濠中レベルの学習が始まります。初日の今回はbe動詞
や一般動詞にとらわれない「自己紹介」の英文を学びま
す。英単語は全日程とも、大濠中の傾向に沿ったものの
中から英文作成に直結した実用的なものをセレクト。即効
力のある学習を展開します。小学校で「音声」として学ん
でいたフレーズがたくさん登場します。お楽しみに！（新出内
容：Iの文・あいさつ文  英単語：名詞・副詞・ing形）

3～4 To Talk with Your Neighbors. 
新しい中学校で初めて会った人とはお互いに自分のことをいろい
ろ話しながら仲良くなっていきます。「兄弟はいるの？」「部活動は
何部に入る？」「何が好きなの？」･･･be動詞や一般動詞の垣根
を越えて、いろいろなことをたずねる文を学習します。また、たずね
られた事にただ一言「そうです」と答えるだけよりも自由に何文か
話す方が盛り上がります。そうした返事の英文も学習していきま
す。（新出内容：Youの文・複数形  英単語：名詞・形容詞・数）

5～6 To Introduce Your Friends, 
　　 Families, and Belongings. 
「こちらは私の母です」「あれは私のお気に入りの本です」…新しい学
校では、先生や友達に家族や友達、自分のお気に入りのものなど様々
な人や物について紹介したり説明したりする機会も多いと思います。特
に『家族紹介』は頻出英文です。自由な発想で自分の大切な人たちや
物についてみんなに伝えられる英文の学習をします。（新出内容：She 
He It This Thatのbe動詞の文・複数形  英単語：形容詞・名詞・色）

英語 カリキュラムと到達目標

7～8 To Ask and Answer Your Neighbors.
「これは何？」「あの人はどなた？」「朝食には何を食べるの？」「ボール
を何個持っている？」･･･Yes/Noにとらわれない問いかけとその応え
方について学習します。「何」「誰」などの表現を知ると相手への質
問の幅がぐっと広がって、新しい仲間とより深く知り合えるようになり
ます。（新出内容：WhatとWhoの文  英単語：一般動詞  副詞）

9 To Read Stories and Answer the Questions.
ここまで、皆さんは様々な英文法を学習し、英語のライティング練習をし
てきました。それらの英語をフル活用して「英語で書かれた文章」を読
み、英作文したり、読解問題にチャレンジしたりしてみましょう。中学受験
生のときには「読解」といえば「国語」だったと思いますが、今日からは
「英語」でも読解問題を解けるようになります！（新出内容：長文問題）

１０ 新中1プレテスト

６ 全校舎横断ウルトラ英語コンクール

1～2 To Introduce Yourself.
西南中（筑女中Ⅰ類）レベルの学習が始まります。初日の今回
はbe動詞や一般動詞にとらわれない「自己紹介」の英文を学
びます。英単語は全日程とも、西南中（筑女中Ⅰ類）の傾向に
沿ったものの中から英文作成に直結した実用的なものをセレ
クト。即効力のある学習を展開します。小学校で「音声」とし
て学んでいたフレーズがたくさん登場します。お楽しみに！（新
出内容：Iの文・あいさつ文  英単語：名詞・副詞・ing形）

3～4 To Talk with Your Neighbors. 
新しい中学校で初めて会った人とはお互いに自分のことをいろい
ろ話しながら仲良くなっていきます。「兄弟はいるの？」「部活動は
何部に入る？」「何が好きなの？」･･･be動詞や一般動詞の垣根
を越えて、いろいろなことをたずねる文を学習します。また、たずね
られた事にただ一言「そうです」と答えるだけよりも自由に何文か
話す方が盛り上がります。そうした返事の英文も学習していきま
す。（新出内容：Youの文・複数形  英単語：名詞・形容詞・数）

5～6 To Introduce Your Friends, 
　　 Families, and Belongings. 
「こちらは私の母です」「あれは私のお気に入りの本です」…新しい学
校では、先生や友達に家族や友達、自分のお気に入りのものなど様々
な人や物について紹介したり説明したりする機会も多いと思います。特
に『家族紹介』は頻出英文です。自由な発想で自分の大切な人たちや
物についてみんなに伝えられる英文の学習をします。（新出内容：She 
He It This Thatのbe動詞の文・複数形  英単語：形容詞・名詞・色）

数学 カリキュラムと到達目標

久留米本校 数学科
浦部裕也

久留米大
学附設中学｜久留米本校

附設ではこう過ごせ！

附設中生指導の
プロフェッショナル
浦部先生に聞く!

●学習第一！
附設中学の生徒に聞くと、学校は「自由」だという意見をよく聞きま
す。しかしそれは、「自分で考え、自分でやるべきことを突き詰めて
いく必要がある」ともいえます。周りにはすごい友達が大勢います。
そんな生徒たちに負けないようにするためには、Pre.Z-UPやご家
庭で毎日必ず学習する習慣を作る必要があります。

●やるべきことをやる！
附設中学は自由なイメージがありますが、宿題や提出物、授業態度
などが厳しく点数化されます。自由の意味を履き違えずに、中１生
のときから宿題や提出物、授業態度等、自分をきちんと律し、やる
べきことを確実にやっていく姿勢が大切です。

●復習がカギ！
附設中学の進度のスピードは担当の先生によって大きく変わりま
す。例年よりも早いスピードで進んでいく教科もあれば、かなり緩や
かな進度の教科もあります。ただ、どの科目にも言えることですが、
定期テストで点数を取るためにはその問題の流れが瞬時に分かる
ほどの「反復」が必要です。その反復が復習になるわけです。

１ 正負の数
負の数の存在を知る。

２ 正負の数の加減
正負の加減計算を完全マスターする。

３ 正負の数の乗除
正負の乗除計算を完全マスターする。

4 正負の数の四則計算
正負の四則計算を完全マスターする。

５ 平面図形の基礎
対称と移動をマスターする。

6 作図
コンパスを使って様々な作図をマスターする。
（全校舎横断ウルトラ計算コンクール）

７ 文字式
文字を使った式の四則演算をマスターする。

８ 式の値と関係を表す式
文章を式に翻訳できるようになる。

９ 一次式の加減
正確な計算力を身につける。

１０ 新中1プレテスト 

英語 カリキュラムと到達目標

7～8 To Ask and Answer Your Neighbors.
「これは何？」「あの人はどなた？」「朝食には何を食べるの？」「ボール
を何個持っている？」･･･Yes/Noにとらわれない問いかけとその応え
方について学習します。「何」「誰」などの表現を知ると相手への質
問の幅がぐっと広がって、新しい仲間とより深く知り合えるようになり
ます。（新出内容：WhatとWhoの文  英単語：一般動詞  副詞）

9 To Read Stories and Answer the Questions.
ここまで、皆さんは様々な英文法を学習し、英語のライティング練習をし
てきました。それらの英語をフル活用して「英語で書かれた文章」を読
み、英作文したり、読解問題にチャレンジしたりしてみましょう。中学受験
生のときには「読解」といえば「国語」だったと思いますが、今日からは
「英語」でも読解問題を解けるようになります！（新出内容：長文問題）

１０ 新中1プレテスト

６ 全校舎横断ウルトラ英語コンクール

1～2 To Introduce Yourself.
附設中レベルの学習が始まります。初日の今回はbe動詞
や一般動詞にとらわれない「自己紹介」の英文を学びま
す。英単語は全日程とも、附設中の傾向に沿ったものの
中から英文作成に直結した実用的なものをセレクト。即効
力のある学習を展開します。小学校で「音声」として学ん
でいたフレーズがたくさん登場します。お楽しみに！（新出内
容：Iの文・あいさつ文  英単語：名詞・副詞・ing形）

3～4 To Talk with Your Neighbors. 
新しい中学校で初めて会った人とはお互いに自分のことをいろい
ろ話しながら仲良くなっていきます。「兄弟はいるの？」「部活動は
何部に入る？」「何が好きなの？」･･･be動詞や一般動詞の垣根
を越えて、いろいろなことをたずねる文を学習します。また、たずね
られた事にただ一言「そうです」と答えるだけよりも自由に何文か
話す方が盛り上がります。そうした返事の英文も学習していきま
す。（新出内容：Youの文・複数形  英単語：名詞・形容詞・数）

5～6 To Introduce Your Friends, 
　　 Families, and Belongings. 
「こちらは私の母です」「あれは私のお気に入りの本です」…新しい学
校では、先生や友達に家族や友達、自分のお気に入りのものなど様々
な人や物について紹介したり説明したりする機会も多いと思います。特
に『家族紹介』は頻出英文です。自由な発想で自分の大切な人たちや
物についてみんなに伝えられる英文の学習をします。（新出内容：She 
He It This Thatのbe動詞の文・複数形  英単語：形容詞・名詞・色）


