
小野塾の春期講習 

 

  特長 1 1 コマの時間が長い 

      1 コマあたり 120～150 分の授業になります(適度なタイミングで休憩は取りま

す)。1 コマ 70 分の授業と比較すると、約 2 倍の差があります。同じ単価の場

合、こちらの方が金額も約 2 倍になる計算です。中には料金を抑えるために日

数、時間が少ない塾がありますが、日数が少なくて結果が出なければ何の意味

もありません。 

 

  特長 2 語彙力アップを徹底サポート 

      英語を学習するに当たり、語彙力は必要不可欠です。他の塾・予備校では小テ

ストと題して数分で終わらせますが、この場合、結局やらない生徒が出てしま

います。また、授業で扱った重要単語についてもその場でメモするだけで、次

の日になったら忘れるということもありがちです。 

当塾では 1 コマの時間が長いため、単語暗記の時間(一人で行うよりも効率的で

す)を設け、一回の授業で確実に語彙力がアップするようにサポートします。 

 

  特長 3 単価は安くても全科目受講可能 

           当塾は広告宣伝費、人件費を最小限に抑えることで、他の塾・予備校には真似

できない料金を実現しています。受付の従業員を雇う代わりにパソコン数台購

入し、全科目受講可能な映像授業を導入しています(追加料金はありません)。 

      

   特長 4 英文法総まとめ講座  

       新 2 年生(新 3 年生も受講可)を対象に、英文法の総まとめ講座を実施します。

6 日間で約 700 問の文法問題を解き、文法力を確実にアップさせます。また、

従来は暗記を強いられていた表現に関しても、「なぜそうなるのか？」を徹底

的に解決し、これまで抱いていた疑問を解消します。 

 

特長 5 全国トップレベルの授業 

    塾、予備校の質は講師の質で決まります。当塾は土浦・つくば近辺ではどの

教科も最高の講師であることは当然のこと、全国的に見てもトップレベルの

講師陣です。この 2 年間で生徒数が 100 名も増えているのが何よりの証拠で

す。 

  



新 2 年生 

 

1. 授業回数 

英語 6 回  数学 6 回 物理 3 回 

 

  2. 授業時間(1 コマ当たり) 

英語 120 分  数学 120 分 物理 90 分 

 

3. 受講料 

科目 通常料金 講習特別料金 

英数物 3 科目 ¥38,400(税込¥42,240) ¥25,450(税込¥27,995) 

英数 2 科目 ¥32,400(税込¥35,640 ¥22,450(税込¥24,695) 

英語単科 ¥21,600(税込¥23,760) ¥17,050(税込¥18,755) 

数学単科 ¥21,600(税込¥23,760) ¥17,050(税込¥18,755) 

※入会金、諸経費等はありません。   

 

4. オプション講座 

科目 授業時間 受講料 ※教材費 

英文法総まとめ講座 120 分×6 回 ¥12,000(税込¥13,200) ¥1,000(税込¥1,100) 

  ※本講座専用テキスト及び文法問題約 150 ページの料金です。 

 

5. 各種特典 

  ・成績優秀者特典(英語、数学または総合順位が学年一桁) 

・友人紹介特典(ご友人と 2 科目受講される場合、双方とも上記より 5,000 円引) 

 

 

 

 

 



新 3 年生 

  

1. 授業回数 

英語 6 回  数学Ⅲ 5 回     数学ⅠAⅡB 5 回     

物理 3 回  化学  3 回 

 

  2. 授業時間(1 コマ当たり) 

英語 150 分  数学・化学 120 分 物理 90 分 

 

3. 受講料 

科目 通常料金 講習特別料金 
英語+数学 2 科目

+化学+物理 
¥63,250(税込¥69,575) 44,000 円(税込 48,400 円) 

英語+数学 2 科目

+化学 
¥59,250(税込¥65,175) 41,000 円(税込 45,100 円) 

英語+数学 2 科目

+物理 
¥58,250(税込¥64,075) 39,000 円(税込 42,900 円) 

英語+数学 2 科目 ¥54,250(税込¥59,675) 36,000 円(税込 39,600 円) 

英語+数学ⅠAⅡB ¥40,000(税込¥44,000) 28,500 円(税込 31,350 円) 

数学Ⅲ+数学ⅠA

ⅡB 
¥36,000(税込¥39,600) 26,000 円(税込 28,600 円) 

英語 ¥27,000(税込¥29,700) 19,250 円(税込 21,175 円) 

数学ⅠAⅡB ¥22,000(税込¥24,200 14,250 円(税込 15,675 円) 

化学 ¥6,000(税込¥66,00) 5,500 円(税込 6,050 円) 

物理 ¥5,000(税込¥5,500) 3,500 円(税込 3,850 円) 

 数学 2 科目は数学Ⅲ+数学ⅠAⅡB のことです。 

 

4. オプション講座   

科目 授業時間 受講料 ※教材費 

英文法総まとめ講座 120 分×6 回 ¥12,000(税込¥13,200) ¥1,000(税込¥1,100) 

  ※本講座専用テキスト及び文法問題約 150 ページの料金です。 



英文法オプション講座について 

 

単純にまとめ」だけではなく、1 周目では敢えて話をしなかった発展的な内容(受験では必須の内容)及び読解

の授業で「文法力があることがどう役立つのか」ということを認識していただく、文法と読解の橋渡しのよう

な内容です。 

また、本講座内で新たに 1000 問近くの文法問題(整序問題、正誤判定問題、言い換え問題を含む)を配布しま

す。学校では文法の問題集は(年度にもよりますが)2 年生の半ばに配布され、各定期テストで半年～10 ヶ月程

度に分けてやりますが、当塾では 1 ヶ月弱でやっていただきます。英文法は長い期間をかけてだらだらやるも

のではなく、短期間で集中して定着させるものだからです。また、この時期にやっておくことで、その後に行

われる学校のテスト勉強がずっと楽になります。 

受講するとしないとでは英語力に大きな差がつく講座です(もちろん単に受講するだけではなく、復習し、内容

を定着させる努力は必須)。 

 

授業の流れは以下の通りです。 

(1)講義形式で各単元のまとめをする 

 英文法ができる人というのは各単元の重要ポイントが頭に入っているものです。これを頭に入れないまま

Vintage や Next stage のような問題集を繰り返し解いたところで効果は半減です。 

 授業で使用している文法テキストの空所が目立つ人はこの講座でできるだけ空所を埋めましょう。 

 

(2)問題プリントの中の難易度の高い問題の解説 

 文法問題と言っても単なる知識問題ではなく、知識を前提とした上で「思考力」が問われる問題も多くあり

ます。単なる結果ではなく、「問題の意図は何なのか」、「外れの選択肢の理由は何か」、「どういう思考過程を

経て答えを導くのか」を中心に解説していきます。 

 例えば整序問題で「急に雨が降り出したために、店にいた人たちはタクシーを呼ばなければならなかった」

という文が問題として出されると、思考力をはたらかせない人は「店にいた人たち」を主語にしてしまいま

す。「和文の主語＝英文の主語」といった凝り固まった考えを矯正していきます。 

 

(3)文法テキストには載ってない問題の解説 

英文法を一通り受講した人がさらに発展的な知識を習得するという目的も含まれます。例えば、比較であれ

ば none the less + 理由、not so much as A(not so much A as B とは違う)、関係詞であれば「関係形容詞の

what」、「前置詞+関係詞+to 不定詞」などです。 

 

(4)「文法の各単元が読解に繋がるのか」の解説 

現在 2 年生は専ら英文解釈力を高める訓練をしています。英語が苦手な人はまず「英文の意味が取れない」

という壁に当たります。もちろん本当の意味での「読解力」とは「英文の意味がわかる」という段階の先に

あるものですが、早慶を除く私立大学及び国立大学の TOP5 以外の大学は英文の意味さえ取れれば(満点は

取れなくても)合格ラインには間違いなく達します。少し極端な喩えをすれば、英語の意味が取れれば、日本

語の文章を読んで、それに対し日本語の選択肢が与えられているのと同じ感覚で解けるということです。 

ただし、英文解釈において一定のレベルを超えてくると文法の知識は不可欠です。例えば 

①Many of us would not speak as we do had we not learned to read and write. 

②Allowances should be made for the possibility of errors. 

どちらも難しい単語は一切ない文ですが、文法力がない人は意味を取ることができません。また、単にこの

文の意味を説明するのではなく、この文(そして同じような構造の文)の意味を捉えるにはどう考えれば良い

かを理解するには文法力は不可欠です。 


