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高校生ウイングネット2015通年版

学習・講座ガイド

【こころざす】
心に決めて目指していること。
また、何になろう、何をしようと
心に決めること。
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ウイングネットで　　　望校合格を果たした先輩達からキミへの激励メッセージ！！
先輩達からのメッセージ　PART1　

完全に答案を再現できるまでウイングネットを何度も繰り返した
東京都立国分寺高校　一瀬　慶人君東京大学　理科一類

Ｐ５０に「先輩達からのメッセージ　ＰＡＲＴ２～おススメ講座と講座活用法～」があります。
先輩のアドバイスを活かしてキミも志望校合格を果たそう！　

　東大合格のためにもウイングネットは英・数・国・物・化と２次科目を全部受けま
した。１学期の最初のうちは予習段階では全然解けない教科もありました。授業を
受けて理解した後も何度も復習しました。ウイングネットはライブと違い映像授業
なので、確認したいところだけを何度でも受けることができたのはとても効率も良
く助かりました。

ウイングネットの良かった点は？

　授業で理解できたとしても、自力で解けるようにならないと意味がないので、完
全に答案を再現できるようになるまでテキストや映像を繰り返しました。やはり「書
くこと」ですね。記述・論述問題が出る国公立大学を志望する人なら必須だと思い
ます。本当にできるまでやる。あきらめずに続ければ結果は出てきます。頑張ってく
ださい！

後輩へのアドバイスをどうぞ！

まさか私が京大合格なんて！
広島県立府中高校　福光　春花さん京都大学　医学部

　高１・２年の頃は、学校の「予習」としてウイングネットの「高１数学Ｈ」（倉浪先
生）「高２数学Ｈ」（城能先生）を受けていました。学校の授業が「復習」になり、授業
もよくわかりましたし、課題もスムーズにこなせました。もしウイングネットで予習
していなかったら時間がかかって部活との両立は大変だったと思います。高３に
なってからは、過去問の答案を「双方向質問室」で添削してもらえ、答えの作り方を
マスターしていけました。

ウイングネットの良かった点は？

　私の高校は、特別ハイレベルな進学校というわけではありませんでしたし、私自
身も、飛びぬけていい成績をとっていたというわけではありませんでした。でも、塾
の先生、ウイングネットの先生、そして自分を信じて、１つひとつ積み重ねていけば、
夢を現実にすることができるんです。

後輩へのアドバイスをどうぞ！

ウイングネットの「アウトプット力」を信じて
茨城県私立茗溪学園　梅村　仁美さん東北大学　工学部

　化学は…実はずっと偏差値は４０くらいでした。ウイングネットの授業はわかり
やすく、添削課題で書く力が付き、おかげで入試でほぼ満点でした！
　だんだん受験を意識してくると、焦って広く浅くになってしまう人もいると思いま
す。手広く手を付けずに、科目毎に「ウイングネットの講座」＋「参考書1冊」みたい
に、コレと決めてトコトンやったほうが良い結果につながります。

ウイングネットの良かった点は？

　高１から塾に通っていたから私は勉強と部活を両立できました。「部活と両立した
いならウイングネット」です。後回しにしても3年間なんてあっという間なんです。小
３からずっと「宇宙飛行士になって月に行くこと」が私の夢でした。東北大はずっと
Ｅ判定だったけれど、どうしても入りたくて受験することにしました。私も月を目指
して頑張るので、皆さんも頑張ってネ！

後輩へのアドバイスをどうぞ！

映像なのに直接指導の感覚
愛知県名古屋市立菊里高校　藤村　拓聖君名古屋大学　理学部

　ウイングネットの先生方は、受ける人の目標やレベルに合わせて、単なる問題や
単元の解説だけではなく、「いつ・何を」やればいいかを、映像なのにあたかも僕だ
けのためにお話ししてくださっているかのように明示してくださいました。それらを
素直に聞いて、やるべきことをやった結果が名古屋大合格です。何より、自信を持っ
て受験しました。

ウイングネットの良かった点は？

　ウイングネットは3年間受け続けました。高１・２は「英語Ｈ」「数学Ｈ」を受講し、
学校の勉強をおさえつつ受験に必要な力を身につけられました。高１・２のその勉
強が合格にとても必要だったと今実感しています。ウイングネットの先生方は大学
受験のプロです。先生方を信じることが、「これで受かるんだ！」という自信につな
がりました。ウイングネットで合格を勝ち取ってください。

後輩へのアドバイスをどうぞ！

ウイングネットが「勉強の軸」で、部活も全力！
奈良県立畝傍高校　山田　あすかさん神戸大学　発達科学部

　どの講座も、学校ではあまり教えてもらえていなかった範囲も、かなり丁寧に説
明されていたので、興味がわき、深く理解でき定着度合いも高かったと感じていま
す。受験勉強を部活と両立したくて始めたウイングネットはとっても効果的でした。
センター試験本番では、これまで過去問でもとったことのない自己ベストの得点を
たたき出すことができました。

ウイングネットの良かった点は？

　私は、部活もかなり力を入れてやっていました。私はウイングネットを軸にした勉
強を貫きました。ウイングネットは、授業を受けたいときに受けることが出来るの
で、部活をしながらでも勉強の計画がとても立てやすかったです。過去に合格した
先輩方の勉強法も参考にして、ウイングネットで「自分スタイル」の勉強を確立でき
れば、志望校への扉は開かれると思います。

後輩へのアドバイスをどうぞ！

生徒会と部活とウイングネット
長崎県立北陽台高校　木下　爽香さん長崎大学　水産学部

　高１と高２はともに「英語Ｇ」「数学Ｇ」を受けていました。ウイングネットで勉強し
た内容は、大学入試に向けたものでしたが、定期テスト対策としても役立ったので助
かりました。高１からのこの積み重ねが、志望大学合格に結びついたのだと思いま
す。理解できないところは、繰り返し受講することで、疑問は解消できました。どうし
てもわからなかったり納得できなかったりしたときは、双方向質問室の先生に聞い
て解決できました。

ウイングネットの良かった点は？

　生徒会と部活をかけもちしていたので、塾に着くのが遅かったのですが、受けた
いところを選んで受講できるウイングネットに何度も助けられました。高１から勉強
の習慣を持ち、映像授業を上手に活用して学校の成績を上げておくと、推薦入試な
ど受験機会が増えます。皆さん、頑張ってください。

後輩へのアドバイスをどうぞ！

特別なことはしない。ウイングネットの授業をモノにすることが全て
東京都立国分寺高校　矢沢　知哉君早稲田大学　法学部

　授業をものにすることが一番近道だと思います。予習は、普通に問題を解いた上
で授業を受けました。授業は予習時に引っかかったところを集中して聞きました。復
習は…できなかったところに印をつけてできるまで繰り返したぐらいです。ウイン
グネットを始める前から、市販の参考書で勉強はしていたのですが、力がついた感
じがしませんでした。ウイングネットの講座を受講してはじめて納得のいく解き方と
いうのが身についたと思います。

ウイングネットの良かった点は？

　近くの塾でウイングネットを受けることができて本当に良かったです。センター
試験では一番伸ばしたかった英語で１９８点取れました。ウイングネットを受講し
ていなかったらこんなに伸びなかったと思います。近くの塾でウイングネットを受
講できれば十分合格できます。頑張ってください。

後輩へのアドバイスをどうぞ！

「理解重視」のウイングネットで、センター利用合格！
埼玉県立和光国際高校　高橋　実花さん明治大学　国際日本学部

　英語を例にすると、私の通っていた高校は少し特殊で、高１・２の時には、英文法
は教えないという方針でした。英文法というものを全く知らず、ウイングネットを受
け始めた当初はとても戸惑いました。そのため授業を受けるときにはとにかく理解
することを心がけました。復習の時は理解できていないと思った箇所だけ再受講し
ていました。他の教科も同様です。おかげで第１志望の明治大学にはセンター利用
で合格することができました。

ウイングネットの良かった点は？

　私の机の上には、買ったけど結局使わなかった参考書や問題集がたくさんありま
すが、合格できました。要は学校の授業とウイングネットの授業で習ったことをしっ
かり身につけていけば、受かるのだと思います。基礎をしっかりと積み重ねる勉強
をしていけば、必ず志望大学に受かると思います。

後輩へのアドバイスをどうぞ！

8



学期 授業内容 Web 履歴

１学期①（４月） 修了 文法編１回 時制と態（1） Ｗｅｂ授業 解除

修了 構文編１回 時制と態（1） Ｗｅｂ授業 解除

修了 文法編２回 時制と態（2） 解除

修了 文法編３回 時制と態（2） Ｗｅｂ授業 解除

目標
2014/04/15 構文編３回 不定詞 Ｗｅｂ授業 受講 　 復習

目標
2014/04/22 定着演習授業・タスクテスト 受講 　 復習

１学期②（５月） 文法編４回 分詞（１） 受講 　 復習

構文編４回 分詞（１） 受講 　 復習

文法編５回 分詞（２） 受講 　 復習

構文編５回 分詞（２） 受講 　 復習

文法編６回 動名詞 Ｗｅｂ授業 受講 　 復習

構文編６回 動名詞 Ｗｅｂ授業 受講 　 復習

定着演習授業・タスクテスト Ｗｅｂ授業 受講 　 復習

１学期③（６月） 文法編７回 助動詞 Ｗｅｂ授業 受講 　 復習

Ｗｅｂ授業

Ｗｅｂ授業 解除

Ｗｅｂ授業 解除

解除
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「英語Ｖテキスト」は、
塾を通じて入手してください。
「英語Ｖテキスト」には、

「解きメキ」には出ていない訳語や
関連語・例文が載っているので
発展理解にとても役立ちます。

英語Ｖテキスト
 を活用しよう！
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「英語Ｖテキスト」は、
塾を通じて入手してください。
「英語Ｖテキスト」には、

「解きメキ」には出ていない訳語や
関連語・例文が載っているので
発展理解にとても役立ちます。

英語Ｖテキスト
 を活用しよう！



進路学習
相談

英語に関する質問は、何でも任せてくださ
い。読解問題の攻略から、英作文のコツま
で、ポイントを明確にアドバイスします。

齋藤セージ先生英語
何でも基本が大切です。何度でも、
君がわかるまで聞いてきてくださ
いね。とことん付き合います！

田中佳那先生数学ⅠAⅡB
英語

女の子も気軽に質問できます。ちょっと
したヒントで、その科目を好きになるこ
ともあります。質問、待っています！

佐伯あみ先生英語・国語・地理
君たちと一緒に考えながら、納得の
いく解法をみつけていきます！共に
がんばっていきましょう！

渡部千尋先生
数学ⅠＡⅡＢ
生物・化学

数学と物理を担当します。特に物理は図
解しながら、わかりやすくアドバイスしま
す。しっかり頭に焼き付けてください。　

岩﨑敬寛先生数学・物理

｢カンフェリー｣という言葉の本来の意味は｢相談者｣です。ですから、君たちが学習を進めていく中で直面する、
ありとあらゆる問題の相談にのります。｢部活と勉強の両立が大変｣｢○○の仕事に就くためには、どこの学部に
進学すべきか｣「国語が伸びない」「奨学金の借り方が分からない」｢受験科目を絞りたい｣｢何からはじめて良い
か分からない｣「英語を生かせる仕事に就きたい」｢やる気が出ない｣「推薦入試面接の練習相手がいない」等々。
そんな時は、私の部屋を訪ねてください。
｢相談者｣として相談にのるだけでなく、時には｢担任･監督・コーチ｣のように指導したり、｢プロデューサー｣の
ように受験生活をコーディネートしたりします。君たちが後悔のない進路選択を実現できるよう、あらゆる角度
からサポートします。

カンフェリー（舩倉　淳先生）より

豊富な経験を積んだ専属スタッフが常駐。毎年変わる大学情報・入試
情報をもとに、君たち一人ひとりの進路･大学の選択から、勉強法、模擬
面接に至るまで、さまざまなご相談に丁寧に対応いたします。教室の
先生や保護者の方々からのご相談もお受けしています。

「問題集で解説を確認したけれど、途中式の変化がわからない。」
「自由作文をやってみたけど、解答例では、自分の答えが正解かど
うか不安…」　こういうことって誰でもあるよね。この『？』をすぐに
解決！どうしたら解けるのかを、君と一緒に考えて行くから、君たち
の中に解法や理屈がしっかり残る、それが双方向質問室です。
ウイングネットの授業の質問はもちろんのこと、学校の教材からの
質問や、過去問の質問もOK！質問箇所をスキャンして、チューター
が解説を書き込み、それをプリントアウトして持ち帰れます。

私たちがみなさんの学習をサポートします！

他にも多数のチューターが待っています！

双方向
質問室

「双方向質問室を使いたいけど、塾に来られるタイミングが合
わないんだ」という君にも対応できるのが動画解説。ウイング
ネットに送った質問を、先輩達が「手元画像」と「音声」でわかり
やすく解説。君たちが塾に来てパソコンを開いた時、それが疑
問を解決する時です。

動画解説

受験の事や大学生活について、受験したばかりの先輩に、生
の声を聞きたいけど、そういうときに限って、近くにいてくれ
ない。でも大丈夫、サポートセンターの先輩達が、君たちの相
談にのってくれます。始めは雑談からでもＯＫ！｢大学生活の
話」で将来を想像したり、｢先輩の成功･失敗談｣を君たちの
教訓にしたり、受験へのモチベーションを取り戻しましょう。
これをきっかけにモチベーションが上がり、勉強量が増え、
「成績が上がった！」「志望大に合格できた！」という生徒も多数。
きちっと話せる30分の予約制です。

チューター
アドバイス

72

ウイングネットサポートセンター
聞きたい時、教えてもらいたい時、頼りになる！君たち受験生の力強いサポーター！
予備校で長年の受験に携わってきた専属スタッフと、東大、医大、難関大学のチューター達が、インターネットテレビ
電話を使い、君たちの質問、相談に答えていく、それが「ウイングネットサポートセンター」です。
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ウイングネット部
授業の合間に、やる気をチャージ。

全国のウイングネットの受講生は、皆、仲間です。
志望大合格を目指す部活動、それが「ウイングネット部」です。
ウイングネット部で全国大会（大学入試）に優勝（合格）しよう！

毎月
更新

キミを志望大学合格に導く！「時期ごとにすべきこと」を学年
別にウイングネット講師がアドバイス。

合格ロード

苦しいのはキミだけじゃない！先輩たちも苦しんでいた。
その解決法をこっそりキミに。

先輩からのメッセージ

キミのやる気に火をつける！学習への姿勢作りやモチベー
ションのアップするアドバイスがここに詰まっています。

やる気喚起メッセージ

皆それぞれが持っている悩みの中から進路指導専門カン
フェリーが答えているコーナーです。

ウイングネットの仲間たち

動画
志望校合格、成績アップに直結する「単元別学習法」を学年
別にウイングネット講師から伝授。

学習法ナビ

毎年変化する入試情報や、将来の目標に向けての大学・学部選びの
アドバイスを進路指導専門カンフェリーがコンパクトに解説。自己管
理や学習スケジュールの立て方のコツなども解説しています。

進路ナビ

新たな講座を決めたい部員のキミのために。市進ウイング
ネットの体験授業はココから。

無料体験講座

ここをクリックするとキミの授業が始まります。受講計画や
受講進度チェックもここから。さあ、今日の学習を始めよう。

授業はこちら

動画

動画
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