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SHIMON
GROUP
2021年 合格実績
（3/16現在）

速
報

5名大阪大 7名

名227
47名岐阜大 国公立大医学部医学科

13名早慶
69名立命館大

21名上理
134名南山大

43名同志社大
233名名城大

国公立
大学合計

3名東大 19名名大京大5名

大学受験ならSHIMON GROUP

今、テレビで話題の
AI学習システム！

新導入！

昨年は最後のセンター試験。
今年は初の共通テスト。
入試改革の渦の中、
私たちは数年に渡り、
最高の準備を行ってきました。
2年連続過去最高実績は、
すべての生徒と講師が
頑張り続けた努力の成果です。
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SHIMON GROUPは集団授業×個別指導×代ゼミ
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■ 1週間のスケジュール例

自習室
部活と両立
できる！！

志門塾

「プロ講師による高校別集団授業」で、
入試傾向に合わせた実践力を養い、
現役合格を目指します。

集団授業

集団授業特長1 高校別クラス
現役合格を目指すため、集団での学びを大
切にした専任講師によるライブ授業です。

テスト対策特長3
テスト前は高校別クラスで予想問題中心
の実戦的対策を行います。また「進研模試」
の対策授業も実施します。

自習室特長4
学校帰りに、わからないことをすぐに解消
でき、学校の課題も効率的にできる。

「予習型授業」でカリキュラムが進むので安
心。また、宿題や週末課題もわからない問題
を持ち越すことがありません。

特長2

難化する入試問題に対応するために!

「大学入学共通テスト」
に対応できる力をつける!!

対応高校 岐阜・岐阜北・加納・岐山・長良高校／大垣北・大垣東・大垣南・大垣西高校

[岐阜校・大垣校]

東京大学や京都大学、そして医学部を目指すには、強い覚悟が必要です。最高の仲間ととも
に、岐阜高校30位以内のレベルをねらいます。

難関大クラスについて

SHIMON GROUPは「集団授業×個別指導×代ゼミ」で
現役合格を目指すキミを全力でサポートします!

春からはじめる受験対策！
先んずるものは受験を制す！！

HOMES 個別指導

自分のスケジュールに合った受講の仕方ができる！

対応高校 全ての高校

大学受験に必要なあらゆる教科・分野に対応
しています。大学入学共通テスト対策、大学別
対策、苦手分野の克服など、無限のパターンの
中から、自分にピッタリの講座選択ができま
す。受験界No．1の代ゼミ講師陣の実力を体
験してください。

大学入学共通テストに
完全対応

特長1

速習講座による
高速学習

特長2

年間2,000講座超を
配信

特長3

１年間のカリキュラムを
最短１～２ヶ月に圧縮し
て集中受講でき、限ら
れた時間を有効活用で
きます。

大学入学共通テスト対策講座
試験で課される全科目に完全対応している
講座です。

大学別入試対策講座
東大、京大から慶應、早稲田などの難関国公
立・私立大学の対策講座です。

オリジナル講座
「講師の代ゼミ」ならではの講師完全プロ
デュースによるオリジナル講座です。
その他、推薦・AO入試対策講座、入試対策小
論文講座、看護系入試対策講座 など。

部活動で忙しい生徒
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自　習 4限まで
受けて自習が
できる！

例1

早い時間に帰宅したい生徒例2

受験界を代表する予備校界トップの講師陣
が、映像授業としていつでも受講可能です。
「使いまわし」をしない授業は、共通テストに
もすべて対応しています。

大学受験にも強いHOMESが、個々に
最適な学習指導    と進捗管理    で、
確かな成果へ導きます。

ティー
チング

コー
チング

HOMESの定期テスト対策は4週間前から！
直前に慌てることなく、結果を出せます！！

合格に向けて「何をすればいいか」「どうやればいいか」を、HOMES
独自のカリキュラム「勝利の方程式」によってご提案します。

定期テスト対策新高1・2

大学受験対策新高3

新学年は
最初のテスト
が肝心!!

英数の先取り学習で、自信
をもって新学年をスタート!!

【新高１・２】

大学入試に向けてスタート
を切り、志望校合格を勝ち
取ります!!

【新高3】

春期講習

結果にこだわる
指導システム
●ティーチング：丁寧で
　分かりやすい授業
●コーチング:（日々の）
　学習のベースメイク

4週間前 2週間前 直前期

テスト範囲公表

定期
テスト

テスト対策開始
（プランニング・進捗管理）

プレテスト
実施

テスト範囲を予測
（対策開始）

HOMES塾生の定期テスト対策

HOMES塾生の大学入試対策

問題集A

問題集B

参考書B

問題集C

単語帳B単語帳A

参考書A

試験本番受験勉強
スタート

志望校合格までの最短コースをご用意します。

プレテスト結果をもとに
効率的なテスト対策

対応高校 全ての高校
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「聞く」「話す」を鍛えるモニター
越しの外国人講師とのリアル
タイム・英会話講座です。CEFR
別の7つの専用コースを用意
しています。

AIがあなたの「わからない原因」
を見つけ出し、あなた専用のカリ
キュラムをつくります。

PICK
 UP

個別自習室
STEADY

※「English Speaking Training」は、
　ベネッセコーポレーションが提供するサービスです。

春期講習

START!
/22（月）3

※詳しくはお問い合わせください。

自分専用の自習室で学習効率
アップ!
教材を置いたままにできる自分
専用の自習ブースでいつでも
集中して自習に取り組めます。

0800-666-1119®


