
ベリタス・アカデミーよりイベント出展のご案内
日程：2016年８月4日(木)・５日(金)　会場：インテックス大阪３号館

新しい教育の常識が、ここにある！ 
最先端の映像授業を体感！

映像授業 電子黒板 ICT教育

2016年６月現在のレイアウトです。 
レイアウトは変更になる可能性がございます。

小間番号 A-18

会場レイアウト図

新サービス、ドリル型映像授業 
「ベリトレ」をその場で体感できます。

話題沸騰中、プログラミング講座の 
ご説明いたします。

画期的な導入事例、効果的な活用法を 
ご紹介いたします。

裏面のアポイントシートにてご予約ください。  
ご予約いただいた方限定で、「ベリトレ」1ヶ月 
無料視聴プレゼントを行っております！

学校や塾の先生方、 
教育関係者の方は必見！

こちらのブースにて、 
お待ちしております！



ベリタス・アカデミーとは？

ベリタスが選ばれる理由

ニーズにマッチしたつくり

幅広いユーザー層に対応

学校や学習塾に支持されている理由

*１  文部科学省 教育のIT化に向けた環境整備4か年計画 より一部抜粋しております。　*２  同じ時間内に進むテキストページ数を比較した結果です。（自社調べ）

ベリタス・アカデミーは、約5,500ヶ所の学校様や学習塾様で導入されている中高生向けの映像授業です。最大
の特徴は、今話題の電子黒板を使い撮影された映像授業をマルチデバイス対応で配信している点です。つまりイ
ンターネット環境が整っていれば、最先端のコンテンツにいつでもどこでもアクセスできます。ICT教育の推進
により「平成29年度までには、公立学校でも、教室に１台電子黒板を配置する(*１)」方向で、各教育機関のICT化
が進んでいます。このような社会背景の中、弊社ではいち早く教育にICTを推進し、多くの学校の先生や塾長、
生徒様からご支持いただいております。

例えば、電子黒板の授業では従来の黒板の授業や他の映像授業に比べ３倍濃縮した授業 (*２)を行うことができ、
効率良く学習することができます。また１コマ60分のような各単元での授業時間を設定しておりませんので、そ
の単元を定着することができる本当に必要な時間数で学習を進めることができるのです。

メディアの発展や情報社会が進んだことにより、最近の中高生は「スマホ世代」とも言われ、動画で情報を得る
時代に変わってきています。ベリタスは、ユーザー目線で、ひとつひとつの授業を細分化し、短い時間で提供し
ているため、移動時間やすきま時間でも無理なく視聴できます。また、学校や塾での授業中の１シーンにだけ利
用することもできるので受講者だけでなく、指導者からも喜ばれています。

対象は、「偏差値40台の生徒様から国公立大学での２次試験対策を必要とする生徒様まで」幅広く対応してい
ます。巷の映像授業は、「予備校と同様に１人で学習できるもの」、「学力の高い生徒様を対象としたもの」が
多いですが、ベリタスは、どんな生徒様にでもスモールステップでの学習提供ができるよう、基礎問題から順次
取りかかれる作りとなっております。また、受講後には確認テストがあるので「分かるから解けるまで」のサ
ポートをします。昨年より「中学講座」の展開も始め、高校の内容を学習する前に中学の内容へ戻り学習をした
い時にも利用できます。

わかりやすく丁寧な授業提供はもちろんのこと、学校では「アクティブラーニング」を設計する際の予習コンテ
ンツとしての導入や、学習塾では「アダプティブラーニング」を提供する際のコンテンツとしてご活用いただけ
ます。約３万本近い数の動画コンテンツを自社で制作・保有しているため、様々なご使用目的に合わせた、フッ
トワークの軽いコンテンツ提供が可能なのです。また、ドリル機能や学習履歴のアラート表示など、学習内容を
定着させる工夫や学習管理ツールは、現場の皆様からのご意見を取り入れながらシステム開発をしています。

その他、ベリタスでは、教育委員会や地方自治体の皆様と一緒に、過疎化が進む地域での高校や町の魅力化プロ
ジェクトの実施や、教育のICT化を推進していく企業や団体の皆様との共同研究開発や協業など、教育事業の
パートナーを募集しております。是非、ご一緒に教育の発展を進めていければと思います。



受講した効果や声は？

定額見放題なので「集中して勉強しよう！」と思った際
に限りなくドンドン学習を進められる点、必要な科目や
単元を自由にカスタマイズし学校補習にも大学受験対策
にも活用できる点も、ご好評いただいております！

ベリタスには、受講者の喜びの声が多く届きます！

事前に予約いただきますと、「ベリトレ」を 
全講義１ヶ月無料視聴いただけます！

導入の方法は？
導入についての詳細なご説明やご料金に関しては、当日
会場にて相談会を実施します。以下のシートに必要事項
をご記入いただき、FAXもしくは弊社HPよりお問い合わ
せしていただくと、ご予約ができます。

  アポイントメントシート　　 FAX : 03-6659-5274

アポイント 
希望日

弊社ブースご訪問予定日 弊社ブースご訪問予定時間

⬜   8/4 (木) ⬜   10 時台 

⬜   14 時台

⬜   11 時台 

⬜   15 時台

⬜   12 時台 

⬜   16 時台

⬜   13 時台 

⬜   8/5  (金)

貴校・法人名

ご芳名 様 ほか　　　　　　　　名　　　　　

TEL (*1)

E-mail 招待券追加 
　希望枚数 (*2) 枚

当日のご質問内容

送り先

*1  当日連絡のつく番号をご記入ください。　*2  後日弊社より郵送いたします。

「もっと早く出会いたかった…。」

「国公立、有名私立大学、合格者倍増！」

「偏差値30から受講半年で60台へ！」
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高校講座ラインアップ【2016年６月現在】　

英語

短期完成中学英語 約110分×17回
都道府県別高校入試英語 作成中
《ベリトレ》GENIUS動画英単語2200【単語テスト編】 約２分×2200問
《ベリトレ》GENIUS動画英単語2200【穴埋めテスト編】 約２分×2200問
《ベリトレ》GENIUS動画英熟語1000 約３分×1000問
《ベリトレ》動画英文法2700 約２分×2700問
高校入試英語　　　　　 約70分×10回
英文法の神【入門編】 約90分×33回
英文法の神 　　　　　　　　 約60分×109回
英文法の神【速習編】　　　　　 約60分×33回
英語構文の神 約60分×16回
センター英語 約60分×52回
センター第２問満点 約90分×６回
センター第３問満点　　　　　　 約70分×９回
センター第４問満点　　　　　　 約60分×７回
センター第５問満点　　　　　　 約60分×６回
センター第６問満点　　　　　　 約60分×７回
国公立大英語                         約90分×15回
阪大英語 約40分×40回
京大英語 　                   　　　　　　 約100分×10回
日東駒専英語                         約90分×10回
MARCH英語                           約90分×５回
早大英語                               約90分×10回
京産大英語　　　　　　  　　　 約70分×５回
近畿大英語 約100分×６回
甲南大英語                            約100分×５回
龍谷大英語                              約80分×５回
関西大英語                              約70分×６回
関学大英語                              約90分×５回
同志社大英語                           約70分×５回
立命館大英語                           約70分×５回
南山大英語 約80分×10回

数学

トレーニング数学【中学】 作成中
公立高数学標準 約60分×10回
数学α講座ⅠＡ　＊新課程対応 約135分×35回
数学α講座ⅡＢ　＊新課程対応 約180分×34回
数学α講座Ⅲ　＊新課程対応 約150分×26回
数学αⅠA【新課程対応パッケージ】 約100分×53回
数学αⅡB【新課程対応パッケージ】 約100分×59回
数学αⅢ【新課程対応パッケージ】 約100分×35回
初歩からの「トレーニング数学Ⅰ」 作成中
初歩からの「トレーニング数学Ａ」 作成中
初歩からの「トレーニング数学Ⅱ」 作成中
初歩からの「トレーニング数学Ｂ」 作成中
センター数学【新課程】 作成中
【単元別】数学α講座ⅠＡ- 数と式・論理と集合 約150分×５回
【単元別】数学α講座ⅠＡ-２次関数 約150分×５回
【単元別】数学α講座ⅠＡ - 図形と計量 約160分×４回
【単元別】数学α講座ⅠＡ- データの分析 約110分×３回
【単元別】数学α講座ⅠＡ- 場合の数と確立 約110分×９回
【単元別】数学α講座ⅠＡ- 整数の性質 約115分×６回
【単元別】数学α講座ⅠＡ- 図形の性質 約200分×３回
【単元別】数学α講座ⅡＢ- 式と証明・複素数と方程式 約150分×６回
【単元別】数学α講座ⅡＢ- 図形と方程式 約165分×５回
【単元別】数学α講座ⅡＢ- 三角関数 約165分×４回
【単元別】数学α講座ⅡＢ- 指数・対数関数 約175分×３回
【単元別】数学α講座ⅡＢ- 微分法と積分法 約215分×４回
【単元別】数学α講座ⅡＢ- ベクトル 約195分×７回
【単元別】数学α講座ⅡＢ- 数列 約175分×５回
【単元別】数学α講座Ⅲ- 複素数平面 約115分×６回
【単元別】数学α講座Ⅲ- 関数 約195分×１回
【単元別】数学α講座Ⅲ- 極限 約160分×２回
【単元別】数学α講座Ⅲ- 微分 約140分×６回
【単元別】数学α講座Ⅲ- 積分 約165分×６回
【単元別】初歩からの「トレーニング数学Ⅰ」 - 数と式 約10分×106回
【単元別】初歩からの「トレーニング数学Ⅰ」 - ２次関数 約15分×70回
【単元別】初歩からの「トレーニング数学Ⅰ」 - 三角比 約20分×43回
【単元別】初歩からの「トレーニング数学Ⅱ」 - 式と計算 約15分×75回
【単元別】初歩からの「トレーニング数学Ｂ」 - 数列 約20分×54回
センター数学【旧課程】 約100分×22回
スパイラル数学初歩ⅠＡ【旧課程】 約60分×22回
スパイラル数学初歩ⅡＢ【旧課程】 約60分×36回
スパイラル数学αⅠA【旧課程】 約80分×60回
スパイラル数学αⅡB【旧課程】 約80分×60回
スパイラル数学αⅢC【旧課程】 約80分×45回

国語

短期完成中学国語 約70分×９回
短期完成中学古文 約90分×３回
必須現代文                                  約80分×30回
センター現代文                            約80分×10回
レベルアップ現代文 約60分×20回

国語

決戦現代文 約70分×32回
国公立大学記述対策現代文 約80分×15回
明治大学現代文 約60分×10回
青山・立教大学現代文 約80分×10回
小論文対策講座 約80分×19回
ＡＯ・推薦入試対策講座 約60分×15回
古文入門 約60分×30回
基礎古文Ⅰ 約60分×33回
基礎古文Ⅱ 約60分×10回
センター対策古文（基礎） 約90分×10回
センター対策古文（発展） 約90分×10回
センター古文演習 約60分×５回
MARCH関関同立古文 約80分×10回
最難関大の古文 約60分×５回
国公立二次対策古文 約80分×10回
基礎漢文 約80分×９回
センター対策漢文 約70分×10回
センター漢文演習 約60分×５回

理科

物理基礎講義 約150分×13回
物理【新課程対応パッケージ】 約60~90分×32回
Basic物理（理論編）                  約60分×28回
Basic物理（演習編）                    約５分～×103問
二次私大物理講義 約70分×19回
二次私大物理演習（基礎～標準編） 作成中
センター原子物理特講 約140・約90分の２回
理系物理講義（原子物理編） 約125分×７回
生物基礎講義 約60分×10回
生物基礎【新課程対応パッケージ】 約60~100分×11回
生物【新課程対応パッケージ】 約30~180分×26回
生物難関大入試演習 約120分×14回 
生物論述の書き方 約45分×１回 
理系生物講義【細胞】 約120分×３回 
理系生物講義【代謝】 約90分×４回 
理系生物講義【ＤＮＡ】 約90分×６回 
理系生物講義【生殖】 約90分×３回 
理系生物講義【発生】 約90分×３回 
理系生物講義【進化と系統】 約90分×５回 
理系生物講義【動物の環境応答】 約90分×４回 
理系生物講義【植物の環境応答】 約75分×２回 
化学基礎講義 約60分×16回
化学【新課程対応パッケージ】 約60分×55回
基礎化学Ⅰ【理論編・無機編・有機編】 約60分×35回
基礎化学Ⅱ 約60分×30回
理系化学講義 約65分×62回
センター地学基礎徹底演習 約200分×５回

社会

一問一答中学社会 作成中
新・日本史講義 約120分×58回
日本史講義 約80分×58回
日本史講義（文化史） 約70分×15回
日本史テーマ別演習 約80分×15回
センター対策日本史 約60分×24回
日本史難関私大演習                      約70分×35回
日本史難関私大演習（文化史）                      約70分×11回
まるわかり入試世界史講義（先史~近世史編） 約60分×24回
まるわかり入試世界史講義（近・現代史編） 作成中
センター世界史講義                      約80分×35回
センター世界史講義（文化史） 約80分×５回
センター世界史演習 約60分×23回
センター世界史演習（文化史） 約60分×６回
世界史講義 約80分×35回
世界史講義（文化史） 約60分×５回
世界史演習 約70分×23回
世界史難関大論述演習 約60分×31回
新・センター地理 約50分×41回
センター地理                               約90分×25回
二次私大地理（地誌編） 約60分×10回
地理論述                     約60分×11回
新・センター現代社会 約80分×34回
センター現代社会    約60分×35回
新・センター政治経済 約100分×33回
センター政治経済              約80分×31回
センター倫理講義                   約60分×38回
新・センター倫理 作成中

中学講座ラインアップ【2016年６月現在】　

英語
短期完成中学英語 約110分×17回
都道府県別高校入試英語 作成中

数学 トレーニング数学【中学】 作成中

国語
短期完成中学国語 約70分×９回
短期完成中学古文 約90分×３回

社会 一問一答中学社会 作成中

講座情報

お問い合わせ　info@veritas.bz　ホームページ　http://veritas.bz

充実の講座内容。大学受験対策も定期テスト対策も完全攻略。


