
①学生の講師ではありません。

高校生指導歴１５年以上の講師が指導します！

②映像の授業ではありません。

勉強は生き物。疑問があった場合も即対応！

③１８０分の充実した授業時間。

わかるまで、そしてできるまで徹底指導！

④自習室の利用は無料です。

集団授業＋自習室利用で学力向上！

現役予備校クライマックス お問合せ・お申込みは ℡ 011（206）6497 まで。またはホームページよりお問合せください。

数学・英語ともに高校内容の先取り学習

札幌南高では高１内容が春休みの宿題となります。

学校だけで勉強する人に歴然たる差をつけます。

新高１ 札幌南高生クラス

日程：３月２８日から４月４日

時間：14：00～17：00 山鼻校

札幌南高生クラス新高２ 英数の入試頻出の重要範囲を講義

数学は、南高の進度に合わせた単元を基礎から入試

レベルまで、英語は重要単元の接続詞を扱います。

日程：３月２９日から４月４日

時間：18：00～21：00 山鼻校

■札幌南高校の授業進度に合わせた先取り授業！

■テストレベル・内容にあわせた定期テスト対策授業

■同じ高校の生徒と競い合える学習環境

■札幌南高校グラウンド前の立地。抜群の通塾環境！

■同じ高校の先輩が学校生活・勉強のアドバイス！

国公立大学の合格実績（累計、一部抜粋）

医学部医学科(2名)・薬学部・総合理系(7名)

法学部(3名)・経済学部(5名)・文学部

保健医療(4名)・教育学部・工学部・理学部

北海道大学 25名突破

札幌医科大学医学科 旭川医科大学医学科

東京大学文科Ⅰ類 東京大学文科Ⅲ類

一橋大学商学部 大阪大学理学部

東北大学 首都大学東京 金沢大学

東京学芸大学 東京農工大学 他多数

ホームページもご覧ください。

入試・テスト結果など随時更新中！

このＱＲコードから読取ＯＫ！

https://www.climax-yobikou.comhttps://www.climax-yobikou.comhttps://www.climax-yobikou.comhttps://www.climax-yobikou.com

道内国公立、私立大も多数合格
小樽商科大学 8名 北海道教育大学 10名

札幌医科大学保健 旭川医科大学看護 2名

室蘭工業大学 2名 札幌市立大学 3名

北海学園大学 8名 北星学園大学 10名

藤女子大学 5名 北海道薬科大 3名

北海道医療大 5名 天使大学 3名など

慶応義塾大学法学部 早稲田大学法学部

早稲田大学商学部 早稲田大学基幹理工学部

明治大学法学部 東京理科大学工学部2名

東京理科大学理工学部 東京家政大家政学部

東京農業大学応用生物学部、他
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様々な問題の攻略を可能にする、数学の「思考力」を養成します。

公式の丸暗記や問題の答え合わせではなく、至高の授業を提供します。

センスに頼る英語ではなく、文法の正しい知識を使った問題の解き方を指導

します。習う機会のない整序や会話文、発音問題などの講義も行います。

難関理系数学クラス

難関文系数学クラス

数学ⅠAⅡBを４段階で指導します。①重要問題の解法確認

②センター対策講義 ③センター演習 ④私大・国公立２次対策。

難関大英語クラス

北大以上の２次試験レベルに対応した演習と講義です。主に、長

文読解や北大特有の英作文、空所補充問題を扱います。

総合英語クラス

センタ－試験１６０点以上を目標に文法を基礎から丁寧に指導し

ます。国公立２次試験の長文にも挑戦します。

理系数学クラス

まずはセンター試験８割レベルでの定着を目指します。また、中堅

私大レベルまでの対応力を養う内容です。

文系数学クラス

数学Ⅲを秋までに終了させ、以降は、２次試験の対策を行います。

最新の入試傾向に合った指導であなたを成功へ導きます。

数Ⅲの教科書内容を理解したうえで、２次試験で得点できることを

目標とし、レベルをステップアップしていきながら指導をします。

現役予備校クライマックス お申込み・お問合せは TEL 011（206）6497 https://www.climax-yobikou.comhttps://www.climax-yobikou.comhttps://www.climax-yobikou.comhttps://www.climax-yobikou.com

＜通常授業費用＞消費税込みで表示 入会金 21,600 円

（高１・２月謝）２教科 37,800 円・ 1教科 21,600 円 （高３月謝）２教科 41,040 円・ 1教科 23,760 円 （個別月謝）100分 8回 41,040 円・ 100 分 4回 23,760 円

ご質問、お問い合わせなどお気軽にお電話ください。 数学・英語に関してあらゆるニーズにできる限りお応えします。

得点を上げる最善かつ唯一の方法が、「できるまで練習する」ことです。

クライマックスでは前回の内容を問う“R テスト”、単元ごとの習熟度をは

かる“U テスト”、そして定期試験前に予想問題で仕上げを行う“P テス

ト”など徹底的に問題演習を行います。これによってミスが大幅に減り、

更には問題を解くスピードが増し、得点力を向上させています。

高校では真面目に勉強すれば疑問、質問が

出るのが当たり前。クライマックスでは、質問

対応を随時行っています。各講師、授業の前

後の時間を利用して多くの時間を質問対応に

割いています。

‘予備校’‘高校生’と聞くと学校とは別に…との想像が多いようです

が、実際の生徒たちは毎日学校に通い、学校のテスト結果を第一に気

にします。クライマックスは、入念なテスト対策等、通う生徒のニーズを

考慮した地域型の進学塾です。全国展開された予備校のような首都圏

進学校の基準ではなく、生徒第一運営が特色です。

クライマックスでは、高校生の塾として自習室を完

備しています。授業の有無に関わらず毎日自習に

来る生徒もいます！大いに自分の塾を使って欲し

いと思っています。

札幌南高校生専門クラスの設置 質問対応 各種テストによる定着

自習室完備・ブース設置

現役予備校クライマックス現役合格に向けた～指導の特長～

高校の定期テストでは、中学校時代と

同じような勉強法では点数に結びつか

ないことが多くあります。クライマックス

はまずは“点数を取る”ということを目

標に定期テスト２週間前位から対策授

業を実施しています。土曜日などを用

いて練習会を多く積み重ねて、漏れは

ないかなど確認していきます。

数学・定期テスト対策授業

よくわかる授業を受け、

正しい方法で勉強し、

何度も練習を重ねる。

なぜ、高校生は簡単に成績が上がる・・・と思うのか？

ちょっとやれば大丈夫・・・と思うのか？

そんな方法あるはずない。

これがクライマックスの 生徒の学力向上

のために 実践しているポリシーです。

これが実行できる環境・システムを構築しています。

講師は豊富な受験指導経験を持つプロの講師です。高３時に必要とされ

る学力から、高１・２で到達すべきレベルを明確に示し、適切な指導を行

います。また、過去に指導した数百人の高校生の成功体験も熟知してい

るので、勉強法から生活習慣まで的確なアドバイスをしていきます。

高３までの一貫指導

何事も最初が肝心です。特に高校の勉強は、想像を絶するほど難しい

もので、南高生といえども中学時代の思い通りになっていないのが現実

です。この高いハードルを越えるため、高校生指導のプロが経験を生か

した最高のサポートをします。 ［山鼻校舎：英数週 1回ずつ計２回］

難しい内容でもわかりやすく講義し、理解してもらえることを心掛けてい

ます。全員がわかって、できるようになる授業は体験の価値あり！知ら

ず知らずに入試の解法に直結する計画的指導です。この指導で、どん

な学力層の生徒も伸ばします。 ［山鼻校舎：英数週 1回ずつ計２回］

高校受験でついた勉強習慣をそのままに、新しいステージでも頑張りま

しょう！「教科書がわかる」ではなく、「問題集の問題が解けること」が必

要です。多くの経験を持った指導のプロが、最高の授業を提供します。

学校内上位の成績を目指します。 ［伏見校舎：英数週1回ずつ計２回］

北大などの国公立大学進学のためには、各高校内でも上位の成績が

必要です。学校の先取り予習で定期試験上位獲得を目指すだけでな

く、入試問題にも数多く触れ、模試でも高成績を得られる学力をつける

ことを目標にしています。 ［伏見校舎：英数週 1回ずつ計２回］

各クラスの実施校舎・曜日・時間などお問合せください。また、ホームページに掲載しています。

高校では学校ごとに進度、内容が異なり集団型の授業では対応に限界

もあります。個別指導では自分にあったペースで進められ、部活動の時

間も考慮して通塾することが可能です。試験対策・受験指導などさまざ

まなニーズに応える個別指導です。

［校舎・授業回数などは個別にご相談のうえ決定します。］

札幌南高 Ａさん

全国模試数学・学年１位

はじめは良い結果は出ません

でしたが、塾の先生を信じ続

け 1 年後から良い結果が！

札幌開成高 Ｄさん

全国模試・ＳＳ70 オーバー

高１の初めからコツコツ勉強

を積み重ね高３の全国模試で

は英数ともにＳＳ70超え！

札幌藻岩高 Ｅさん

英語定期テスト・学年１位

１年生の初めから塾に通って

いるおかげで常に学年最上位

の成績をキープ中！

■全国模試・学校定期テストも好成績

札幌南高 Ｂさん

北大模試数学・学年１位

大手塾、予備校、学校授業と様々

な手を尽くしても１桁得点だった数

学が満点を狙えるまでに！

札幌南高 Ｃさん

全国模試数学・学年 7位

途中入塾で周囲より遅れてい

たので塾の授業とプリントに絞

ってそれらを徹底的に勉強！

塾にまだ通っていない人も、他の塾では成果を得られ

なかった人も、ぜひ一度クライマックスの講義を味わっ

てください。あなたの志望校合格をサポートする塾にな

るか、実際に体験し判断してください。

難関理系数学クラス新高３

日程：３月２２日から３月２８日

時間：18：00～19：30 山鼻校

内容：数Ⅲ「不定積分・定積分」

数Ⅲ範囲の不定積分・定積分をわかりやすく講義します。

（置換積分、部分積分、三角関数や対数関数の積分など）

文系数学クラス新高３

日程：３月２２日から３月２８日

時間：19：30～21：00 伏見校

内容：数学ⅠＡⅡＢ センター対策

基本事項の整理とマーク式問題の演習・解説を行います。

まずは、高３模試での数学の得点力アップを目指します。

札幌南高生クラス新高２

日程：３月２９日から４月４日

時間：18：00～21：00 山鼻校

英数の入試頻出の重要範囲を講義

数学は、南高の進度に合わせた単元を基礎から入試レベル

まで、英語は重要単元の接続詞を扱います。

数学 まわりと差がつく 整式の扱い

展開・因数分解の完全理解！

期間：３月２８日～４月４日の７日間

時間：１４：００～１７：００

会場：山鼻校(南１８条西７丁目)

札幌南高校へ進学する人のためのクラ

スです。南高では高１内容が春休みの

宿題となります。学校だけで勉強する人

に歴然たる差をつけます。

英語 文法の最重要単元 ５文型

高校英語の全てはここから！

●新高１春期講習会 授業内容 ●

札幌南高生クラス 総合高生クラス

期間：３月２６日～３月３１日の７日間

時間：１４：００～１７：００

会場：伏見校(南１７条西１７丁目)

進学する高校は問いません。高校に入

学して、次の目標に向けてがんばる人

はぜひ参加してください。正しく理解す

ることが学力を養います。

下記は開催クラスの一例です。詳しくは、ホームページまたはお電話にてお問合せください。

難関英語クラス新高３

日程：３月２２日から３月２８日

時間：19：30～21：00 山鼻校

内容：長文読解問題対策

受験勉強の本格化を前に、今後の演習に必要な文法事項と

長文の正しい読み方、解き方を論理的に解説します。

新高２高３春期講習会はクライマックスの授業へ初参加の方は無料です。新高１はテキスト代として 2,160 円かかります。


