
 

 

 

NEVER TOO LATE 
 

HIGHEST  2021 
 

 

 

コース案内 
 

 

 
 

 

高校生 



 

 
 

2021 NEVER TOO LATE HIGHEST（高校コース）のご案内 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 HIGHEST（高校コース）では、2018 年度のリニューアル以降「地域唯⼀の LIVE 講座（対面授業）」と「自

学管理」と「映像授業」のハイブリッド学習で多くの生徒様のサポートをしてきました。さらに今年度より、ご

要望に応え、英語の*外部検定利⽤⼊試に向けた【TEAP 対策実戦講座】（対面授業）も新設いたします。 

*外部検定利⽤⼊試…TEAP・英検などで既定スコアに達していれば、⼀般⼊試と比べ英語科目に優遇措置が適⽤

（⼤学毎に異なる）され優位に⽴てます。 

 今年度も引き続き、地域唯⼀の「LIVE 講座」＆「自学管理」＆「映像授業」の組合せでより⼀層、各生徒の

志望校やライフスタイルに合わせた学習サイクルの確⽴を図ってまいります。 

⼊試制度も変化する時代の中、現状最善と考える⽅法で各生徒の志望校合格へ邁進したいと考えております。 

今年度の詳細について、下記項目および別ページをご⼀読くださいますようお願いいたします。 
 

 2021 HIGHEST（高校コース）全学年概要  （各コース詳細は別ページ参照）   

★⼤学受験に向けては「⾃学⾃習時間の確保と徹底管理」が最も⼤切 

⼤学受験は、高校受験に比べて習得すべき範囲や知識が多いこと、また各生徒の志望校や受験科目が⼀律でないため、限ら

れた時間の中で効率よく学習を進めていく必要があります。そこで、生徒⼀⼈ひとりの目標・レベルに応じたものに多くの学

習時間を割いてほしいという想いから、英語・数学の LIVE 講座（対面授業）に加え、全科目に対応する自学自習の管理コー

スを設定しています。さらにブロードバンド予備校（映像授業）と組み合わせ、全受験科目に対応することが可能です。 

授業だけに頼らず、学習管理をサポートしながら生徒の⾃⽴を促すことで、⼤学受験に向けて必要な『質と量を兼ね備えた学

習時間』の確保が可能になります。また、自学管理コースを受講することによって、社会⼈になっても⼤いに役⽴つ PDCA

サイクル（Plan → Do → Check → Act という継続的な改善手法）を身に付けることができます。 

★国公⽴・難関私⽴⼤学合格までのロードマップを徹底管理 

⻑い道のりである⼤学受験において、“明確な計画が無いまま”目の前の勉強ばかりに追われてしまうと、「次に何を勉強し

たら良いのか」「本当にこの勉強ペースで⼤丈夫なのか」「ムダな勉強をしているのではないか」など数々の不安が生じてし

まう危険性があります。そこで、生徒が不安なく最短ルートで学習を進められるよう、講師が学習計画と進捗管理をサポート

いたします。志望校合格から逆算し【いまどの参考書や問題集を使うのが最適か】【いつまでにそれを終わらせるのか】【本

当にその単元・その 1 冊をマスターしたのか】など計画や課題進捗を毎週講師がチェックし、モチベーション維持を含めた

徹底管理を継続することで合格へ導きます。 

★世に溢れる参考書や問題集の中から、⼀⼈ひとりの実⼒に合う最適な使⽤教材の選定 

受験が近づくにつれ、「あの問題集が良いらしい」「あれもこれもやった⽅が良いらしい」など学校や友⼈、ネット等の情報

に流されて自分のペースを⾒失い、どれも中途半端になってしまう学生も多くいます。これは非常に危険です。 

当塾では、各生徒の志望校や模試結果などから現状をしっかりと把握し、授業の他にもその都度最適な参考書・問題集を選定

して、1 冊 1 冊を完璧にしていくカリキュラムを組みます。 

  



 

 
 

2021 HIGHEST（高校コース）詳細 
 

 ❶ 地域唯⼀!! LIVE 講座【集団授業】         

【英語】 
 

◆難関国⽴英語︓英⽂解釈＆英作⽂（オンライン＋添削） 
対象レベル ︓高 3 最上位レベル 

時間割 ︓週 1 回オンライン 
 

難関国⽴⼤の英語では、正確な内容理解はもちろん、英⽂和訳・要約・英作⽂などの記述式問題に対して的確に自分の解答を

まとめる「英語と日本語両⽅のアウトプット⼒」が試されるため、記述⼒の強化と訓練が必須です。本講座では、なんとなく

の解答を NG とし、単語の本質的意味や細かい⽂構造分析まで、妥協することなく英語の「真の理解」を追求していきます。 

☆本講座の受講は、語彙⼒・⽂法⼒のレベルが⼀定基準を満たし、国⽴⼤学合格を第⼀志望とする生徒に限定します。 
 

◆入試英⽂読解︓共通テスト対策 
対象レベル ︓高 3 必修／高 2 上位レベル 

時間割 ︓週 1 回 毎週⾦曜 20:20〜21:40【80 分】 
 

⼤学⼊試対策では、素早く正確に⽂章を読み問題を解く速読速解⼒を高める訓練が必要です。本講座では真の英⽂読解⼒を身

につけるために、日本⽂とは異なる「英⽂の⽂章構成」から、「英⽂読解の原則理解」、「問題パターンごとの解法」まで、各

季節講習を含め年間を通じて段階的に⼒を身につけていきます。 

☆共通テストレベルの良問を扱うため、高 3 生はもちろん上位⼤学を目指す高 2 生にとってもオススメの講座です。 
 

◆TEAP 対策実戦︓Reading＆Listening（レベル別クラス） 
対象レベル ︓高 3／高 2／高 1 ◆レベル別クラス編成︓スタンダード＜ST＞／ ハイレベル＜HI＞ 

時間割 ︓週 1 回 毎週月曜＜ST＞ 20:20〜21:40【80 分】／ 毎週水曜＜HI＞ 20:20〜21:40【80 分】 
 

2020 年度の⼤学⼊試改⾰以降、外部検定利⽤⼊試制度を採⽤する⼤学が増加しており、英検とともに TEAP がますます注目

されています。本講座では、各問題の内容を正確に読み取るための礎となる「⽂法⼒・語法⼒」「⽂構造を正しく捉える⼒」

から「正確かつ素早い読解⼒」までを身につけ、毎週リスニング演習の時間をとることにより速度の速い生きた英語の聞き取

り⼒を鍛え、TEAP スコアの向上を目指していきます。 

☆TEAP のスコアアップに向けてはもちろん、英⽂読解⼒・受験リスニング⼒の精度および速度向上に最適な講座です。 

 
《LIVE 講座【集団授業】時間割》 ＠イオン千葉 NT 教室 
 

 

※ 各曜日とも終日自習室を開放します。  

時間帯（80 分） 月 火 水 木 ⾦ 土 

20:20〜21:40 
TEAP 対策 

＜ST クラス＞ 

数学ⅠA 

＜HI クラス＞ 

TEAP 対策 

＜HI クラス＞ 

数学ⅠＡ 

＜ST クラス＞ 

英⽂読解 

＜共通テスト＞ 
― 



 

 
 

2021 HIGHEST（高校コース）詳細 
 

 ❶ 地域唯⼀!! LIVE 講座【集団授業】         

【数学】 
 

◆数学ⅠA（レベル別クラス） 
対象レベル ︓高 3／高 2／高 1 ◆レベル別クラス編成︓スタンダード＜ST＞／ ハイレベル＜HI＞ 

時間割 ︓週 1 回 毎週火曜＜HI＞ 20:20〜21:40【80 分】／ 毎週木曜＜ST＞ 20:20〜21:40【80 分】 
 

ハイレベル＜HI＞クラス︓共通テスト・⼤学入試対策 
⼤学⼊学共通テストの数学 I・A では、従来のセンター試験とは問題の設定が⼤きく変わり、授業風景や日常生活に

関する対話などの「⻑い問題⽂から、必要な情報を読み取って解き進める⼒」が要求されます。与えられた情報をよ

り速く正確に読み取って解き進める⼒を身につけていきます。併せて、重要単元の理解を⼊試レベルまでとことん追

求していきます。 

☆共通テストレベルの良問を扱うため、高 3 生はもちろん上位⼤学を目指す高 2 生にとってもオススメの講座です。 
 

 

スタンダード＜ST＞クラス︓重要単元理解 
中学数学と違い、高校数学はより抽象的な問題を自ら具体的に落とし込んで答えを導くことが増えてきます。高 1 生を対象

に重要単元を抜粋して学校のテスト点数向上と共に、より深い理解を追求していきます。 

☆定期テスト対策・⼤学入試対策に繋がる、高校数学をスムーズにスタートするのに最適な講座です。 

 
《LIVE 講座【集団授業】時間割》 ＠イオン千葉 NT 教室 
 

 

※ 各曜日とも終日自習室を開放します。 

 

◆数学ⅡB・数Ⅲは、個別指導＜マンツーマン＞にて承ります。 
対象学年︓高 3／高 2 ◆受験レベル（理系・⽂系）、学校の先取りや復習など、ご要望に対応します。 

※詳細は次ページの❸個別指導欄を参照してください。 

 
  

時間帯（80 分） 月 火 水 木 ⾦ 土 

20:20〜21:40 
TEAP 対策 

＜ST クラス＞ 

数学ⅠA 

＜HI クラス＞ 

TEAP 対策 

＜HI クラス＞ 

数学ⅠＡ 

＜ST クラス＞ 

英⽂読解 

＜共通テスト＞ 
― 



 

 
 

 ❷ ⾃学管理 ※全科目対応（英語は原則必修）        

自学管理では、各生徒の志望校に合わせて、「科目毎の年間ロードマップ作成」「レベルに合わせた最適な教材選定」「毎週の

進捗管理と理解度確認チェック」「⾃習室利⽤」により、計画的な学習習慣化・学習時間の確保を⾏っていきます。また、毎

週インプットした知識をアウトプット（確認チェック）することで知識の定着につなげます。NEVER TOO LATE HIGHEST

（高校コース）では、『自学管理』と『LIVE 講座』『映像授業』を組み合わせることにより、生徒⼀⼈ひとりに最適なカリキ

ュラム作りが可能です。 

※ ⾃学管理の進捗管理（確認チェック）は相談の上、設定した曜⽇・時間に毎週⾏います。 
 

【英語を原則必修とする理由】 

⼤学⼊試では⽂系・理系問わず、英語の得点が⼤きなポイントになります。また⼊試改⾰において外部検定試験のスコアも重

要視されていることからも、英語を早めにかつ確実に仕上げていく必要があります。制限時間内で⻑⽂を正確に読み解くのに

不可⽋な、単語・熟語・⽂法語法・リスニングといった土台となる基礎知識をしっかりと定着させるために「自学管理」があ

ります。講座と並⾏して、早めに⼊試レベルまでの基礎固めを⼀通り終え、二周三周と繰り返していくのが理想的です。 

 

 ❸ 個別指導＜マンツーマン（1 対 1）＞・季節講習・その他      

◆個別指導【数学ⅡB・数学Ⅲ・その他科目応相談】＜高校生はマンツーマン指導（1 対 1）のみ＞ 
1 セット（60 分×週 1 回） 

※セット数、時間割、空き状況、その他の対応可能科目についてはご相談ください。 
 

◆季節講習特別講座【春期・夏期・冬期】 
 季節講習時は授業形式の特別 LIVE 講座［英語・リスニング・数学・現代⽂・古典など］を実施します。 

通常時に受講している講座は原則必須ですが、その他の講座を追加で受講することも可能です。 

また、夏期講習中には SUMMER SCHOOL【夏合宿】の実施を予定しており、LIVE 講座を⾏います。 

詳細およびお申し込みは事前に配布する各講習案内をご参照ください。 
 

◆模擬試験の定期受験 

 現状の実⼒把握・志望⼤学決定の判断材料とするため、当塾で作成する「年間模試スケジュール」に従い、定期的に当塾 

指定の予備校模試を受験し成績結果を提出してもらいます。（同時期に学校で受験する同レベル模試がある場合は代⽤可） 

また、受講講座の実⼒診断のため、塾内でも定期的に実⼒テストを⾏なっていきます。 
 

◆AO 入試対策【⼩論⽂、⾯接など】 

 夏以降にオプション講座（希望制）として⾏います。料⾦等の詳細およびお申し込みは事前にご相談ください。 

  



 

 
 

 HIGHEST（高校コース）料⾦詳細         ［料⾦はすべて税込］   

【初期費⽤／兄弟割引制度】 
 ◆入塾⾦ 20,000 円（初回入塾時のみ） ※中学からの継続生は掛かりません。 

 ◆ご兄弟姉妹割引制度 

  二⼈目以降の⽅の⼊塾⾦無料。同時在学中は低額の⽅の毎月コース授業料と季節講習コース費が 50％割引 
 

【コース料⾦】 
 

《A》 LIVE 講座+⾃学管理コース       ※複数割引後料⾦（税込） 
 

LIVE 講座数 自学 1 科目 自学 2 科目 自学 3 科目 自学 4 科目 自学 5 科目 

1 講座 22,000 28,600 34,100 38,500 41,800 

2 講座 33,000 36,300 39,600 41,800 44,000 

3 講座 44,000 46,200 48,400 50,600 52,800 
 

《B》 ⾃学管理のみ         ※複数割引後料⾦（税込） 
 

科目数 自学 1 科目 自学 2 科目 自学 3 科目 自学 4 科目 自学 5 科目 

料⾦ 12,100 22,000 30,800 36,300 39,600 
 

《C》 個別指導【数学ⅡB・数学Ⅲ・その他科目応相談】＜高校生はマンツーマン指導（1 対 1）のみ＞ 
 ※下表の料⾦は、マンツーマン指導 1 セット（60 分×週 1 回）あたり 

※セット数、時間割、空き状況、その他の対応可能科目については応相談 
 

区分 コース生【上記 AB に個別指導を追加の⽅】 非コース生【個別指導のみ】 

学年 上記 A に追加 上記 B に追加 1︓1 指導 

高 1・高 2 上記+18,700 円 上記+22,000 円 25,300 円 

高 3 上記+20,900 円 上記+24,200 円 28,600 円 

 

《D》 諸経費／教材費 
【諸経費】 諸経費・施設管理費として月額 2,200 円（高校生）が掛かります。 

【教材費】 LIVE1 講座につき、テキスト＆年間プリント代として 3,300 円（初回のみ）が掛かります。 

  また、講座で使⽤する市販教材を各自でご購⼊いただく場合があります。 

【自学教材】 当塾指定の市販教材を各自でご購⼊ください。 



 

 

以下は概要になります。詳細は説明会または個別相談でご案内いたします。 
 

 映像授業（ブロードバンド予備校）について        

【映像授業の問題点を解決】 
多くの予備校が展開する映像授業の問題点は、「講義を⼀⽅的に聞いているだけ」であることで、⽣徒が⾃ら予習復習や習っ

た知識のアウトプット演習を消化できないと成績向上には結びつかないという点です。実際に多くの高校⽣がこの悩みを抱え

ています。そこで NEVER TOO LATE の「理解+演習+解説＝得点⼒」という考えのもと映像授業の選定を慎重に進めた結果、

別紙の特⻑があるブロードバンド予備校＜BB 予備校＞と 2020 年より提携し運営しております。 
 

 ブロードバンド予備校＜BB 予備校＞ 料⾦詳細       ［料⾦はすべて税込］   

★講座の種類と受講回数  ◆1 授業 150 分（導入講義 50 分＋演習問題 50 分＋解説講義 50 分） 

※1 講座は全 11 回で、１講座あたり約 3 か⽉で終了するペースで受講していただきます。 
 

★受講料（税込） 

※下表の料⾦は、受講講座数別の⽉額料⾦となります。（2 講座以降割引有） ※別途︓諸経費 2,200 円 
 

講座数 LIVE 講座・⾃学管理 受講⽣ BB 予備校のみの受講⽣ 教材費（初回のみ） 

1 講座 11,000 円 /月 14,300 円 /⽉ 

1 講座につき 

3,300 円 
2 講座 19,800 円 /月 26,400 円 /⽉ 

3 講座 28,600 円 /月 38,500 円 /⽉ 

 

 受講開始までの流れ            

 ＜2 月後半〜＞ 説明会＆個別相談 → ＜3 月 1 日＞ 早割お申込み期限 → 受講開始 
 

 期間限定「新学年度早割キャンペーン」 ※3 月 1 日（月）までにお申込みの方が対象   

★複数講座サービスパック（期間限定料⾦） ◆３か月間（3~5 月）授業料が毎月 3,000 円割引 
 

講座数 LIVE 講座・⾃学管理 受講⽣ BB 予備校のみの受講⽣ 教材費（初回のみ） 

2 講座パック申込 
16,800 円 /⽉ 

（通常 19,800 円/⽉） 

23,400 円 /⽉ 
（通常 26,400 円/⽉） 1 講座につき 

3,300 円 
3 講座パック申込 

25,600 円 /⽉ 
（通常 28,600 円/⽉） 

35,500 円 /⽉ 
（通常 38,500 円/⽉） 

 

  



 

 
 

 NEVER TOO LATE HIGHEST にはすべてが揃っています︕      

 地域唯一の「LIVE 講座」×「⾃学管理」×「映像授業」のハイブリッドシステムで、皆さんの志望校合格を全⼒でサポー

ト︕⼤学受験のプロフェッショナルが、個別相談で「ロードマップ作成」と「最適な受講コース決定」をサポートしますの

で、迷っている方は遠慮なく相談してください︕ 
 

     
 

 学年・志望校別 ＜おすすめ受講モデル＞         

 ◆高 3 生／高 2 生上位レベル 

コース 国公⽴⼤＜⽂系＞ 国公⽴⼤＜理系＞ 私⼤＜⽂系＞ 私⼤＜理系＞ 

LIVE 講座 

TEAP 対策実戦 

難関国⽴ 

入試英⽂読解 

数学ⅠA 

TEAP 対策実戦 

難関国⽴ 

入試英⽂読解 

数学ⅠA 

TEAP 対策実戦 

入試英⽂読解 

TEAP 対策実戦 

入試英⽂読解 

数学ⅠA 

個別指導 数学ⅡB（必要に応じて） 数学ⅡB・Ⅲ（必要に応じて） ― 数学ⅡB・Ⅲ（必要に応じて） 

⾃学管理 
英語 

社会 1〜2 科目 

英語 

理科 1〜2 科目 

英語 

社会 

英語 

理科 

BB 予備校 
国語（現古漢） 

理科 1 科目 

国語（現古） 

社会 1 科目 

国語（現古） 
※受験校により漢⽂も 

社会受験科目 
理科受験科目 

 

 ◆高 2 生／高 1 生 

コース 国公⽴⼤・私⼤＜⽂系＞ 国公⽴⼤・私⼤＜理系＞ 

LIVE 講座 
TEAP 対策実戦【レベル別】（高 2 高１） 

入試英⽂読解（高２） 

TEAP 対策実戦【レベル別】（高 2 高１） 

入試英⽂読解（高２） 

数学ⅠA【レベル別】（高２高１） 

個別指導 ― 数学ⅡB（必要に応じて） 

⾃学管理 英語必修（高 2 高 1）＋社会 英語必修（高 2 高 1）＋理科 

BB 予備校 国語（現古漢）＋社会受験科目 理科受験科目 

 

 ◆現在の学習状況や進捗、ご希望により組合せは変更が可能です。お気軽にご相談ください。 


