
申込方法 直接、成基学園各教室の窓口を通じてお申し込みください。
申込書に必要事項をご記入の上、成基学園各教室の受付へ
ご提出ください。

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回

9月 10月 11月 12月 2ヶ月前 1月 1ヶ月前 2月～ 入試日

5日 12日 19日 26日 3日 17日 24日 31日 7日 21日 28日 5日 12日 9日
10/10 堀川・西京・嵯峨野模試 12/4 堀川・西京・嵯峨野模試 冬期講習会・正月特訓・直前特訓

国語・英語・数学・理科・社会

本番までに入試を 回体験。14
入試シミュレーションで受験に効果絶大！

入試問題を予想し精度の高いテスト問題を作成!
成基学園 受験指導の集大成

数・国・理・社の予習題
重要事項のまとめや数学の公式集・練習問
題を載せた受験生必携の予習題です。

日進の予習・受験対策に役立つサブテキスト

「日進の対策＝入試の対策」
なので、これで本番もバッチリ！！　

いよいよ志望校入試。「日進１5回
目」と思って、入試本番はリラックス
して受験しましょう。今までの努力の
積み重ねが、きっと成果を出します！

正月特訓・直前特訓

日進で培った学力が、入試当日の
エネルギーになります。自信を持っ
て志望校の入試を迎えられるよう
に、最後の仕上げをしましょう。

12/4 

今までの日進での取り組みにより、十分な実
戦力がついているはず。ここからは、よりス
ピーディーに、より正確に問題を解く練習をし
て、確実に得点できるようにしましょう。

堀川・西京・嵯峨野模試

ここから、志望校を意識した
標準～応用・発展レベルのテ
ストが始まります。実力を高
めていきましょう。

9月、中３日進のスタートで
す。コース前半ではしっかり
と基礎力の養成、確認をして
いきましょう。

西京・嵯峨野模試 冬期講習会・正月特訓・直前特訓正月特訓・直前特訓

ケアレスミスをなくすように、慎重
に解答するよう心がけましょう。入
試では、１点が明暗を分けます。

入試5ヶ月前 4ヶ月前 3ヶ月前

第１～5回
前半の5回は、基礎力の確認が中心です。
弱点となる単元の発見にも役立ちます。

第1回 9/5 第2回 9/12
第4回 9/26 第5回 10/3

第3回 9/19
日　程

声日 進 受講者の 2020年度の受講者の
中から一部ご紹介 ！

本番のような緊張感を
持って受けることが
できたところがよかった。

成績が伸びず辛いことも
あったが、悔しさをバネに
勉強の意欲が高くなった。

その日に答案が返ってきて、
志望校判定も出るので、
自分の学力をしっかり
把握できる。

休日はさぼりがちなので、
日進のおかげで
有効活用できてよかった。

国語テスト 英語テスト

数学テスト 理科テスト 社会テスト

集合

12：20 12：30～13：20 50分

15：20～16：00 40分 16：05～16：35 30分

解説授業 成績発表

※受講会場は裏面をご参照ください。16：45～18：55 18：55～

13：25～14：15 50分

14：25～15：15 50分

受講資格

科  目

時間割

※いずれの場合も資格有効期間は3ヶ月

日曜進学教室の受講には、成基学園入塾資格が必要となります。
以下のテストで合格された場合、入塾資格が得られます。

③その他の模試

教科：英語・数学

①平日実施の入園テスト 無料

教科：英語・数学

②学力診断テスト 無料

料 金（税込）
後半の9回は、入試本番をより意識したテストとなります。
標準～応用・発展レベルの問題を解いて、さらに実戦力を
身につけていきます。

第6回10/17
第9回 11/7
第12回 12/5

第7回 10/24
第10回11/21
第13回12/12

第11回11/28
第14回 1/9

第8回 10/31

第6～１４回

日　程

抜群の的中率！

英作文予習題
入試に役立つ構文や覚えておきたい表現を
ピックアップし、各回30問の例文を作ってま
とめた教材です。

予習題
詳しい解説付き！

登録料

5,500円
※成基コミュニティ正会員・チャレンジ生の方は不要です。

全14回：100,100円
受講料

（1回分単価：7,150円）



高校受験の最強コンテンツ2021 中学3年生対象

0120-578380
コノ ナ ヤ ミ ハ レ

成基学園は個人情報
の取り扱いにおいて厳
正な管理体制を整えて
います。

ホームページ

以下の教室では、日進は実施しておりません。成基学園　各教室

松井山手教室
堅田教室
大津京教室
草津教室

0774-64-4666
077-574-1122
077-510-1818
077-562-5599

077-516-2308
0748-36-0022
0749-23-9000
072-686-2680

南草津教室
エスト
知求館ギャザ
高槻教室

075-708-1772
075-314-4311
075-955-6311
0774-21-5005

京大北教室
四条西院教室
アストロ
宇治教室

日進を実施する教室

6つ日 進 のポイント

POINT

2 入試傾向をとらえたテスト問題

入試問題分析・研究の実績を活かし、独自に作成した日
進のテストは、入試の出題傾向をバッチリ押さえていま
す。毎年、日進のテストと類似内容の問題が有名校の入
試で多数出題されています。

POINT

1
「日進」は実戦力アップを
はかるテスト形式

日進では、受験本番をシミュレーションした実戦的なテ
ストを受けます。これを毎週くり返すことにより試験に
慣れ、入試当日も実力を十分発揮できるようになります。

POINT

3 即日採点・答案返却・解説授業

テストの受験後、すぐに採点を行って順次答案を返却し、
重要ポイント中心の解説授業を行います。テストから解
説まで1日で終了することで、問題点を次の日まで残さ
ずに徹底解決し、学習効果を高めます。

POINT

4
志望校合格推定ランク
などを即日発表

当日に、順位・偏差値や教科別得点分布グラフなどの成績
資料と、合格推定ランク表を配布します。有名校を目指す生
徒が多く集まる成基学園の日進だから、自分の志望校での
位置づけが明確になります。また、ランキングなどが発表さ
れ、目標への励みになります。

POINT

5 確かな合格判定と豊富な成績資料

「合格推定ランク」は、成基学園が50年以上にわたって蓄
積してきた独自のデータによる分析ですから、これによって
確かな合格判定ができます。また、毎回の成績をくわしく分
析・表示した個人成績表を翌日より順次お渡ししています。

POINT

6 個別進路指導実施

個人成績表をもとに、豊富な資料やデータを使って進路指
導を行います。また、日々の学習指導～合格までのサポー
トを1人1人に対して丁寧に行います。

075-611-2835
075-501-0535

知求館ギャラクシー
山科教室

077-533-4455
077-581-3060

大津石山教室
守山教室

知求館
桂教室
コスモ

075-494-2301
075-392-5251
0771-22-9988

日曜進学教室
１
日
完
結
の
入
試
シ
ミ
ュレ
ー
シ
ョン
で
実
力
ア
ッ
プ
！

全１4回

即日解説2即日採点1 即日成績発表3


