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答案練習 記述型答案練習講座には記述対策のための添削指導がセットになっています。

大学対策 大学対策講座は１講座につき授業90分×５回＋講座終了判定テスト１回です。

大学別演習 大学別演習講座は１講座につき授業90分×10回＋講座終了判定テスト１回です。
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※学習効果の改善のため、担当講師・講座内容を変更する場合があります。

2017年９月以降開講 開講日程は校舎までお問い合わせください☆

●講座番号1990●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

上位大対策 自由英作文

担当講師今井宏先生

学習項目 自由英作文問題を使ったテーマ別演習（上位大向け）
学習内容 自由英作文の出題形式は3種類に大別できます。それぞれの出題形式に沿って、
取り上げるべき問題点を整理し、入試頻出のテーマについて自分の主張・結論が述べられる
だけでなく、それを支える根拠もきちんと提示できるようになるまで演習します。授業には
添削指導がついており、あなたの答案をベテラン指導員が懇切丁寧に添削します。

●講座番号0454●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

京大対策−読解・下線部和訳

学習項目 京大読解・和訳問題の集中対策
学習内容 京大入試の「Ⅰ・Ⅱ長文読解問題」の記述答案の書き方を学習します。授業＋添削課題で合
格答案の書き方を徹底マスター。演習問題はオリジナルの予想問題が中心です。

●講座番号0487●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

京大対策−和文英訳

学習項目 京大和文英訳問題の集中対策
学習内容 京大入試の「Ⅲ和文英訳問題」の記述答案の書き方を学習します。授業＋添削課題で合格
答案の書き方を徹底マスター。演習問題はオリジナルの予想問題が中心です。

大学対策講座

●講座番号9044●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

東大対策英語−段落整序／文法・語順整序

担当講師森田鉄也先生

学習項目 東大 段落整序・文法問題の集中対策
学習内容 東大の英語の入試問題で例年出題される「第1問B・段落整序問題」と「第4問
A・文法問題」の解き方を学習します。第4問A対策では、整序問題および誤文訂正問題な
ど，これまで東大の文法問題で扱われてきた出題形式を総ざらいします。

●講座番号9032●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−空所補充−

担当講師渡辺勝彦先生

学習項目 空所補充問題を使った実戦的な問題演習（難関私大向け）
学習内容 入試問題で定番の「空所補充問題」。しかし一口に空所補充と言っても、問われている内容は多
岐にわたります。前後を読まなくても答えられるタイプの「知識を問うもの」、文章全体をじっくり読んで答え
るタイプの「内容理解を問うもの」などさまざまです。この講座では、最小限の労力で問題を解き進めるための
最も効率的な解法を指導します。

●講座番号4424●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−下線部言い換え−

担当講師今井宏先生

学習項目 下線部言い換え問題を使った実戦的な読解演習（難関私大向け）
学習内容 長文総合読解問題でよく出題される形式の1つに、「文中の下線部の語句の意味に最も近いも
のを選ぶ」というタイプのものがあります。語句の意味を知っていれば答えられる単純なものから、内容を
正確に理解して語句や文をパラフレーズするものまで、問われている内容はさまざまです。この講座では
いろいろなタイプの下線部言い換え問題を使って、この種の問題に対処できる実戦的な学力を養います。

●講座番号4942●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大 英文読解−空所補充・下線部言い換え−

担当講師渡辺勝彦先生

学習項目 空所補充・下線部言い換え問題を使った実戦的な読解演習（上位・中堅私大向け）
学習内容 長文総合読解問題の設問形式のうち、長文の空所に入る語句や、下線部と同じ意味の語句
を選択する問題が多くの大学で出題されています。この種の問題を解くためには、文脈を正しく理解す
ると同時に、語彙や文法の知識を応用する力も必要になります。この講座では、長文を素材としてさま
ざまなタイプの空所補充・下線部言い換え問題の演習を行い、実戦的に得点力を養成していきます。

●講座番号9077●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−内容一致−

担当講師土岐田健太先生

学習項目 内容一致問題を使った実戦的な読解演習（難関私大向け）
学習内容 長文の内容理解を問う設問形式として最も一般的なのは、「本文の内容に一致する英文を選ぶ
（または完成させる）」というタイプのものです。この種の問題では、選択肢が本文のどの箇所に言及している
かを素早く見抜くことが最も重要です。また、本文には直接書かれていないことを推測して答える場合もあり
ます。この講座では、そうしたさまざまなタイプの内容一致問題を取り上げ、実戦的な演習を行います。

●講座番号2532●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−内容一致−

担当講師慎一之先生

学習項目 内容一致問題を使った実戦的な読解演習（難関私大向け）
学習内容 長文の内容理解を問う設問形式として最も一般的なのは、「本文の内容に一致する英文を選ぶ
（または完成させる）」というタイプのものです。この種の問題では、選択肢が本文のどの箇所に言及している
かを素早く見抜くことが最も重要です。また、本文には直接書かれていないことを推測して答える場合もあり
ます。この講座では、そうしたさまざまなタイプの内容一致問題を取り上げ、実戦的な演習を行います。

英語

記述型答案練習講座

●講座番号9142●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策英語−要約・下線部和訳

担当講師森田鉄也先生

学習項目 東大要約・和訳問題の集中対策
学習内容 東大の英語の入試問題で例年出題される「第1問A・要約問題」と「第4問B・下
線部和訳問題」の記述答案の書き方を学習します。授業＋添削課題で合格答案の書き方
を徹底マスターします。

●講座番号0421●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策−英作文

担当講師宮崎尊先生

学習項目 東大英作文の集中対策
学習内容 東大入試の「第2問・英作文問題」の記述答案の書き方を学習します。授業＋
添削課題で合格答案の書き方を徹底マスター。演習問題はオリジナルの予想問題が中心
です。

●講座番号9152●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関大対策 英文読解（下線部和訳・内容説明）

担当講師大岩秀樹先生

学習項目 難関大下線部和訳・内容説明の集中対策
学習内容 旧帝大レベルの難関大入試・記述問題の対策です。長文読解問題（下線部和
訳・内容説明）の答案の書き方を学習。授業＋添削課題で合格答案の書き方を徹底マス
ターします。

●講座番号0859●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関大対策 和文英訳

担当講師宮崎尊先生

学習項目 難関大和文英訳問題の集中対策
学習内容 旧帝大レベルの難関大入試・記述問題の対策です。和文英訳問題の答案の書
き方を学習。授業＋添削課題で合格答案の書き方を徹底マスターします。

●講座番号0930●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関大対策 自由英作文

担当講師宮崎尊先生

学習項目 難関大英作文問題の集中対策
学習内容 旧帝大レベルの難関大入試・記述問題の対策です。自由英作文（条件つき含
む）問題の答案の書き方を学習。授業＋添削課題で合格答案の書き方を徹底マスターし
ます。

●講座番号9512●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

☆難関国公立大英語演習

担当講師森田鉄也先生

学習項目 記述式長文読解問題、自由英作、和文英訳
学習内容 旧帝大レベルの難関国公立大で出題される記述式長文読解問題、自由英作.、和文英訳
の記述答案の書き方を学習します。授業＋添削課題で合格答案の書き方を徹底マスターします。
受講上の注意 2017年10月開講予定です。通期講座「難関国公立大英語」（講座番号
1898）の総仕上げとして最適です。

●講座番号9163●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

英文読解−内容説明・要約−

担当講師西田昌史先生

学習項目 内容説明・要約問題を使った実戦的な読解演習（難関国立大向け）
学習内容 近年の国公立大入試では、英文の特定の箇所の内容を説明したり、全体を要約したりする問題
（しばしば制限字数つき）の出題が増加しています。これらの問題に対処するには、正しい方法論に基づいた
答案作成技術が必要です。この講座では、実際の答案例を用い、答案作成上の一般的な技術と注意点を提示し
ます。授業には添削指導がついており、あなたの答案をベテラン指導員が懇切丁寧に添削します。

●講座番号1943●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

上位大対策 和文英訳

担当講師今井宏先生

学習項目 和文英訳問題のテーマ別演習（上位大向け）
学習内容 これまでに学習してきた語法や構文の知識を使って和文英訳問題の解き方
を演習します。入試頻出のテーマ別に構成され、一見難問に見える問題であっても、文法
の知識が整理されていれば合格点がとれることを実証する講座となっています。授業に
は添削指導がついており、あなたの答案をベテラン指導員が懇切丁寧に添削します。

●講座番号4442●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

会話文（私大型）

担当講師安河内哲也先生

学習項目 会話表現・読解問題などを使った実戦的な問題演習（難関私大向け）
学習内容 英語によるコミュニケーション力が重視され、大学入試問題にも会話文の出
題が多く見られます。この講座では、会話特有の言い回し、状況に応じた最も自然な受け
答え、日常的によく使われる慣用表現、長い会話文を使った総合問題など、ハイレベルな
会話文問題を使って、実戦的な得点力を養っていきます。

●講座番号8132●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

文法−空所補充・連立完成−

担当講師安河内哲也先生

学習項目 空所補充・連立完成問題を使った実戦的な演習（難関私大向け）
学習内容 空所補充問題・連立完成（書き換え）問題は、私大入試で極めて一般的な形式です。問わ
れる内容はさまざまであり、文法・語法・熟語など多岐にわたっています。また、連立完成問題では単
純な知識ではなく英語の表現力を問うものもあります。この講座では、盲点となりやすいポイント
に的を絞って、ハイレベルの空所補充・連立完成問題に対処するための実戦的な学習を行います。

●講座番号2013●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

文法−正誤問題−

担当講師慎一之先生

学習項目 正誤判定問題を使った実戦的な演習（難関私大向け）
学習内容 正誤判定問題のうち最も一般的なのは、「短文の中から文法的な誤りを含む箇所を1つ探す」と
いうタイプのものです。この型で問われる文法上のポイントはかなり偏っており、主語と動詞の一致・名詞の
単複数や冠詞・品詞の識別など、比較的マイナーな知識がしばしば問われます。これらの問題に対処するため
には、注意力と正確な知識が不可欠です。この講座の演習を通じて、正誤問題の対策を万全にしてください。

●講座番号8440●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

正誤問題対策

担当講師森田鉄也先生

学習項目 正誤判定問題を使った実戦的な演習（難関私大・難関国公立向け）
学習内容 正誤問題攻略には、出題される事項を知り待ち伏せできるようになること
と、大量に問題演習し確実に間違いに気が付けるようになることが必要です。本講座の
前半は、主述の一致、品詞の判別、準動詞など頻出事項を単元別に学習します。後半は、
NO ERRORを含むもの、誤文訂正型など様々な出題形式の問題を大量に演習します。

●講座番号8637●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大 文法問題

担当講師渡辺勝彦先生

学習項目 空所補充・整序作文などを使った実戦的な演習（上位・中堅私大向け）
学習内容 文法の基礎力を実戦的に使いこなす力をつけるためには、入試レベルの問題演習が
最も効果的です。私大入試で出題される文法問題には、空所補充・連立完成（書き換え）・正誤判定・
整序作文などさまざまな形式があります。この講座では、そうした多様な設問形式に対応できる
実戦力を養うため、幅広い分野からさまざまな文法問題を取り上げていきます。

●講座番号1967●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大 文法問題

担当講師慎一之先生

学習項目 空所補充・整序作文などを使った実戦的な演習（上位・中堅私大向け）
学習内容 文法の基礎力を実戦的に使いこなす力をつけるためには、入試レベルの問題演習が
最も効果的です。私大入試で出題される文法問題には、空所補充・連立完成（書き換え）・正誤判定・
整序作文などさまざまな形式があります。この講座では、そうした多様な設問形式に対応できる
実戦力を養うため、幅広い分野からさまざまな文法問題を取り上げていきます。

●講座番号4283●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

単語（意味・語法）

担当講師安河内哲也先生

学習項目 英単語に関する問題を使った実戦的な演習（難関私大向け）
学習内容 近年の入試では、文法よりもむしろ単語の知識をストレートに問う問題が増加の傾向にありま
す。たとえば長文総合読解問題の中でも、「下線部の単語の意味に最も近いものを選べ」というタイプの問題が
しばしば出題されています。特に難関大では、「単語の知識の量が合否を分ける」と言っても過言ではありませ
ん。この講座では、できるだけ多くの単語を取り上げ、入試で狙われやすい語の知識を増やしていきます。

●講座番号4465●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

整序英作文

担当講師山中博先生

学習項目 整序英作文問題を使った実戦的な演習（難関私大向け）
学習内容 整序英作文は、私大で一般的に好まれるポピュラーな設問形式です。難関大では、余分な
語や不足する語があるなどの変則的な問題も多く、文法・語法・構文など英語全般にわたる正確な知識
が求められます。また、難関大では2つ以上の知識を組み合わせて解く複雑なタイプの問題が多くなっ
ています。この講座では、ハイレベルな整序英作文問題に対処するための実践的な学力を養います。

●講座番号2211●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−テーマ別論説文（医歯薬・看護系）−

担当講師大岩秀樹先生

学習項目 医歯薬・看護系学部頻出テーマの文章を扱った読解演習
学習内容 医歯薬・看護系学部の読解問題では、しばしば医療関連の話題を扱った文章が出題されます。医療関連
の専門的な用語や時事的トピックの知識は、入試においてだけでなく、大学入学後も当然必要とされます。この講座で
は、人の健康を害する様々な社会問題や、バイオテクノロジーの最新技術など、医歯薬・看護系の読解問題に頻出のテー
マを掘り下げながら、関連する専門的な用語とその用法、さらには文体ごとに特有の文章展開についても学習します。

●講座番号8607●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大 英文読解−内容一致−

担当講師渡辺勝彦先生

学習項目 内容一致問題を使った実戦的な読解演習（上位・中堅私大向け）
学習内容 長文の内容理解を問う設問形式として最も一般的なのは、「本文の内容に一致する英文を選ぶ
（または完成する）」というタイプのものです。この種の問題では、選択肢が本文のどの箇所に言及しているか
を素早く見抜くことが最も重要です。また、本文には直接書かれていないことを推測して答える場合もありま
す。この講座では、そうしたさまざまなタイプの内容一致問題を取り上げ、実戦的な演習を行います。

●講座番号1972●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大 英文読解−内容一致−

担当講師慎一之先生

学習項目 内容一致問題を使った実戦的な読解演習（上位・中堅私大向け）
学習内容 長文の内容理解を問う設問形式として最も一般的なのは、「本文の内容に一致する英文を選ぶ
（または完成する）」というタイプのものです。この種の問題では、選択肢が本文のどの箇所に言及しているか
を素早く見抜くことが最も重要です。また、本文には直接書かれていないことを推測して答える場合もありま
す。この講座では、そうしたさまざまなタイプの内容一致問題を取り上げ、実戦的な演習を行います。

●講座番号9054●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−下線部和訳（内容理解型）−

担当講師大岩秀樹先生

学習項目 下線部和訳問題を使った実戦的な読解演習（難関国立大向け）
学習内容 下線部和訳問題は、大きく2つの種類に大別できます。1つは語句や構文の知識を当てはめ
て解くタイプのもの（知識型）であり、もう1つは文脈の理解に基づいて意味をとらえるもの（内容理解
型）です。この講座では、後者のタイプの問題を取り上げます。「文脈を把握する力」「行間を読む力」を鍛
えながら、英語をわかりやすい日本語に直す際の実戦的なテクニックなども学習していきます。

●講座番号2553●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−論説文（1000語超レベル）−

担当講師慎一之先生

学習項目 速読タイプの長い英文を使った実戦的な読解演習（難関私大向け）
学習内容 1000語レベルを超える長い英文を使った読解問題では、短時間に大量の英
文を読みこなす速読力が必須です。この講座では、さまざまなテーマの英文を素材とし
て、論理展開のパターンに沿って、多くの情報を含む長文の内容を迅速に理解する力を
養います。また、内容一致など多様な問題演習を通じて、得点力を高めていきます。

●講座番号4952●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−論説文（700語レベル）−

担当講師渡辺勝彦先生

学習項目 標準的な長さの論説文を使った実戦的な読解演習（上位・中堅私大向け）
学習内容 一般に私大の長文読解問題では、500〜800語程度の文章が最もよく出題されてい
ます。また英文のテーマは科学・社会など論説文が中心です。この講座では、さまざまなテーマの
論説文を取り上げ、長文読解問題の総仕上げを行います。英文の内容を素早く理解し、多様な出題
形式の設問の解き方を確認しながら、本番で迷わず解答できるように指導します。

●講座番号8076●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−論説文（400語レベル）−

担当講師安河内哲也先生

学習項目 精読型の論説文を使った実戦的な読解演習（難関私大向け）
学習内容 英文の長さと難易度との間には、直接の関係はありません。特に難関私大で
は、比較的短くて密度の濃い情報が入った精読タイプの文章がしばしば出題されます。
この講座では、さまざまなテーマの固い内容の英文を使って、文章の隅々まで正確に理
解する練習と、ハイレベルな設問に対処するための実戦的な演習を行います。

●講座番号2008●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大 英文読解−論説文（400語レベル）−

担当講師慎一之先生

学習項目 精読型の論説文を使った実戦的な読解演習（上位・中堅私大向け）
学習内容 上位・中堅レベルの私大では、400〜500語程度の英文もしばしば出題され
ています。設問の内容は内容理解・文法・語彙など幅広く、総合的な対策学習が必要です。
この講座では、さまざまなテーマの論説文を使って、文章の内容を正確に理解し、入試に
頻出する典型的な形式の設問に対処するための実戦的な演習を行います。

●講座番号9066●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−論説文（記述型）−

担当講師土岐田健太先生

学習項目 精読型の論説文を使った実戦的な読解演習（難関国立大向け）
学習内容 国公立大で出題される論説文は、ほとんどが高い思考力を要する精読タイプ
のものです。また、設問は下線部和訳・内容説明・要約など、事前の対策が必要なハイレベ
ルの問題が大半です。この講座では、さまざまなテーマの論説文を使って、実際の問題を
解きながら読解力を高めると同時に、実戦的な答案の書き方などを指導していきます。

●講座番号5221●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−小説・随筆（私大型）−

担当講師西田昌史先生

学習項目 主観的文章を使った実戦的な読解演習（難関私大向け）
学習内容 小説・随筆などの主観的文章は、構文は簡単でも決して侮れません。本文に直接書かれて
いないことがら、たとえば人物の心理状態や筆者の思想などを推し量らねばならない場合がしばしば
あるからです。そして、多くの受験生はこの種の文章の読解が苦手です。この講座では、「行間を読む力」
を使って、出題者の想定している答えが何であるかを推測する実戦的な演習などを行っていきます。

●講座番号4297●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

英文読解−速読テストゼミ（私大型）−

担当講師安河内哲也先生

学習項目 所定の時間内に英文を読んで理解し、設問に答える演習（難関私大向け）
学習内容 英文を読む力を入試での得点力に結びつけるためには、「時間内にすべての問題を解くスピード」が必
要です。特にマークシート式中心の私大入試では、大量の英文を短時間に処理する能力がしばしば求められます。こ
の講座では、所定の時間内に難関大レベルの英文を読んで設問を解く練習を行うことによって、本番での時間配分の
感覚を身につけます。授業の前半で模擬テストを行い、後半で答え合わせと解説授業を行います。予習は不要です。
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答案練習 記述型答案練習講座には記述対策のための添削指導がセットになっています。

大学対策 大学対策講座は１講座につき授業90分×５回＋講座終了判定テスト１回です。

大学別演習 大学別演習講座は１講座につき授業90分×10回＋講座終了判定テスト１回です。
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※学習効果の改善のため、担当講師・講座内容を変更する場合があります。

2017年９月以降開講 開講日程は校舎までお問い合わせください☆

数学

記述型答案練習講座

●講座番号2237●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大数学演習[Ⅰ・A／Ⅱ・B−基本編]

担当講師長岡恭史先生

学習内容 東大数学といえど、主要国公立・私立大と出題範囲・内容が著しく異なる訳ではなく、やはり“基本”の徹
底した理解が最終的に真の威力を発揮するということは言うまでもない。この基本編では、数学に一抹の不安を抱く諸
君を対象に、数学の必要最低限の“基本”に的を絞り、東大を初めとする主要国公立・私立大への初歩的アプローチを演
習＋添削指導という形で提供する。実際に、手と頭を真剣に動かし解答を作るということの重要性および有益性は、大
学合格後に確信することであろう。なお、本講座には、難関大数学演習[Ⅰ・A/Ⅱ・B−基本編]との共通部分が存在する。

●講座番号5874●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大理系数学演習［Ⅰ・A／Ⅱ・B／Ⅲ］

担当講師長岡恭史先生

学習内容 東大理系を初めとする超難関理系・医系に対抗するには、必須事項の真の理解
と強靭な集中力によって裏打ちされる計算力が不可欠である。本講座では、入試において
最も得点効率の高い理系微積分を中心として、今までの学習成果の総チェックと集中力
のさらなる養成を演習＋添削指導という形で提供する。実際に、手と頭を真剣に動かし解
答を作るということの重要性および有益性は、大学合格後に確信することであろう。

●講座番号4204●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策文系数学演習

担当講師志田晶先生

学習項目 関数、方程式、整数、数列、図形、微積分、確率
学習内容 この講座では通期講座「東大対策文系数学」の総まとめ及び東大入試におけ
る答案作成のポイントについて解説します。各講ごとに添削問題もあり、講義⇒添削問
題の流れで学習します。東大入試本番において、プラス一問を目指しましょう。

●講座番号4222●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関大対策文系数学演習

担当講師志田晶先生

学習項目 関数、微積分、確率、数列、図形、整数、論証
学習内容 この講座では、難関国公立、難関私立大学文系学部入試の答案作成のポイントにつ
いて解説します（理系の人でⅠ・A、Ⅱ・Bを強化したい人の受講も可）。Ⅰ・A、Ⅱ・Bの主要テー
マのやや難しめの問題を扱います。各講ごとに添削問題もあり（講義問題ほど難しくはない）、
講義⇒添削問題の流れで学習します。入試本番において、プラス一問を目指しましょう。

●講座番号4218●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関大対策理系数学演習

担当講師志田晶先生

学習項目 確率、図形、数列、極限、微積分
学習内容 この講座では、難関国公立、難関私立大学理系学部入試の答案作成のポイン
トについて解説します。Ⅰ・A、Ⅱ・B、Ⅲの主要テーマを扱いますが、特に数学Ⅲとの融
合問題を多く扱います。各講ごとに添削問題もあり、講義⇒添削問題の流れで学習しま
す。入試本番において、プラス一問を目指しましょう。

●講座番号9183●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

数学ぐんぐん[応用編]答案練習

担当講師長岡恭史先生

学習項目 整数、確率、数列、微積分、関数、式と図形
学習内容 本講座は、数学ぐんぐん［基本編] ≦ 数学ぐんぐん［応用編］を受講し、難関理系・医系（超難関文系も含む）、さら
には、東大を目指す諸君の為に開講される実践(実戦)的演習講座である。今までに学んだ 基本＝常識 を礎にいかに発揮できる
か、諸君の演習の手助けとしての講義を行う。そして、実際の入試を想定し、いわゆる点取り問題からそこそこなレベルの問題で構
成される答案練習問題に、時間的制約の下で全力で挑戦してもらいたい。何せ、これが本講座の最大のPoint(うり)だからである。

大学別演習講座

●講座番号1705●授業回数90分×10回＋講座修了判定テスト1回 大学別演習

国公立大対策長文読解−到達編−

担当講師宮崎尊先生

学習項目 難関国公立大入試長文読解問題の攻略
学習内容 難関国公立大で出題される、語彙・内容ともに非常に高度な長文問題を攻略するための講座で
す。近年の国立大入試傾向の徹底研究を基にして完成したテキストを使用し、論理展開を意識して筆者の主張
を速く、正確に読み取るための技術を体系的に学習します。同時に、下線部和訳・内容説明・要約などの記述問
題について、得点になるポイント・減点対象となるポイントを的確に示し、正しい答案作成手順を研究します。

●講座番号1735●授業回数90分×10回＋講座修了判定テスト1回 大学別演習

有名大対策長文読解

担当講師安河内哲也先生

学習項目 有名私大本番レベルの長文読解問題の攻略
学習内容 明青立法中・関関同立大など有名私立大入試で出題される、センターよりも語彙・内容ともに
高度な長文問題を攻略するための講座です。英文が持つ論理に沿って、筆者の主張を速く、正確に読み取る
ための技術を体系的に講義します。同時に構文・背景知識などの知識面のチェック、さらには内容一致・下
線部言い換え・長文空所補充など、様々な問題へのアプローチ法にも触れ、得点力の向上を図ります。

●講座番号5528●授業回数90分×10回＋講座修了判定テスト1回 大学別演習

上智大対策長文読解

担当講師安河内哲也先生

学習項目 上智大入試長文読解問題の攻略
学習内容 上智大では、読解問題の占める割合が大きく、いくつものテーマの英文を短
時間で読みこなす力が求められます。この講座では、過去に出題されたさまざまなテー
マの英文で演習を行い、上智大の設問形式に的確に解答するプロセスを身につけます。

●講座番号9084●授業回数90分×10回＋講座修了判定テスト1回 大学別演習

青山・立教大対策英語長文読解

担当講師武藤一也先生

学習項目 青山・立教大入試長文読解問題の攻略
学習内容 青山・立教レベルの英文を読み、語句の意味や内容一致などの選択問題、英文
和訳などの記述問題をバランスよく演習します。長文を多く読み、総合的な読解問題の
対策をします。

●講座番号7284●授業回数90分×10回＋講座修了判定テスト1回 大学別演習

明治・中央・法政大対策長文読解

担当講師渡辺勝彦先生

学習項目 明治・中央・法政大入試長文読解問題の攻略
学習内容 明治大・中央大・法政大で出題される英文のレベルは標準的なものがほとん
どですが、出題形式は多岐にわたります。英文の大筋をすばやく読み取る力が要求され
る問題から、和訳などの記述問題にいたるまで、さまざまな問題形式に対応するための
攻略法を伝授します。

●講座番号3474●授業回数90分×10回＋講座修了判定テスト1回 大学別演習

関関同立対策長文読解

担当講師慎一之先生

学習項目 関西学院大・関西大・同志社大・立命館大入試長文読解問題の攻略
学習内容 関西学院大・関西大・同志社大・立命館大で出題される高度な内容の英語長文
を攻略するための講座です。全大学長文読解問題中心の出題であり、大量の英文を速く
正確に読み、設問に的確に答える力が必要です。入試問題を解きながら、関関同立大に合
格する為の速読力・精読力・設問解答力を養成します。

●講座番号1233●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関国公立大対策現代文

担当講師出口汪先生

学習内容 難関国公立大に合格するために、確実に得点できるようにすることを目指す
講座です。どんなジャンルの文章でも「論理的にきちんと整理して読む」ということが出
来れば、内容の把握は難しくありません。内容を把握し、解答のポイントを押さえ、筋道
を立てて説明する訓練を徹底して行うので、記述問題の得点力が大きくアップします。
5回の講義、5回の添削指導で、無駄なく最も得点を伸ばせる方法が身につきます。

●講座番号2792●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

上位国公立大現代文

担当講師板野博行先生

学習内容 主として地方国公立大二次及び上位私大レベルの記述問題をクリアできる
ことを目指します。これらの大学の記述は難関大ほど要求水準は高くありませんが、そ
れでも十分な準備をしておかなければ苦戦は必至です。5回の講義＋5回の添削指導で
大きく実力アップを図りましょう。

●講座番号6607●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大古文

担当講師三羽邦美先生

学習内容 一見するとそれほど難しいとも思えない文章・設問。しかし「解答を作る」「点
を取る」という観点から掘り下げていくと、そこには最難関大にふさわしい、高度な実力
を要する世界が広がっているのが「東大古文」です。オーソドックスな知識力・読解力を
最高レベルにまで高め、解答欄にどう表現するか、5回の授業・5回の添削指導で完全に
習得していきます。

●講座番号2825●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

京大古文

担当講師伊東潤先生

学習内容 「京大古文」は、内容的には基礎力が十分についていれば、かなりの得点を狙
えるものであり、安易に後回しにしたりするのは、みすみす得点源を放棄するようなも
のです。入試傾向の徹底的な分析と5回に渡る緻密な添削指導で、「古文を得点源にして
京大に合格する」ことを目指します。

●講座番号3748●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関国公立大古文

担当講師三羽邦美先生

学習内容 旧帝大レベルの難関国立大を目標に、単語や文法といった基礎知識を「覚え
ている」レベルから、知識を駆使して高度な古文を読みきり、解答用紙に表現しきるレベ
ルにまで高める訓練を行います。5回の授業・5回の添削指導を通して二次試験での大き
な得点の上積みを狙います。

●講座番号2856●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大漢文

担当講師三羽邦美先生

学習内容 東大受験において軽視されがちな漢文ですが、配点を考えても、現代文の難
易度を考えても、漢文でしっかり高得点を確保することが、国語トータルの点数を最大
化することに直結します。最近の「東大漢文」の動向を徹底分析し、総合的な読解力と答
案作成力を5回の授業、5回の添削指導で身につけます。

●講座番号2897●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関国公立大漢文

担当講師三羽邦美先生

学習内容 漢文が二次試験に課される旧帝大レベルの難関国公立大や地方国公立大を
目標に、通年講座で学んだ句法・訓読などの知識を総動員して、的確に読解し解答をまと
めるスキルをアップさせます。5回の授業と各自が作成した答案の添削指導でさらに細
かいスキルアップのノウハウを伝授します。

大学対策講座

●講座番号1269●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早大対策現代文

担当講師出口汪先生

学習内容 早稲田大学に合格するために、現代文できちんと得点できるようにすることを
目指す講座です。早稲田大学の問題は、難解な文章・微妙な選択肢で非常に難しいと思われて
います。しかし、「論理的にきちんと整理して読む」ということができれば、内容は把握できま
す。そして、それができれば、高得点を取ることも十分に可能です。この講座で、そのことを体
感し、効果的な問題演習を繰り返し、自信をもって入試に臨んでください。

●講座番号4478●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早大現代文 実力錬成編

担当講師板野博行先生

学習内容 難解な文章、微妙な選択肢、独特の設問形式…。早大現代文では、どういった
ものが出題されるのか、典型問題を取り上げ、解きこなすためのベースとなる知識と読
解法を集中的に身につけます。この講座を通して「早大現代文とはいかなるものなのか」
「これから何をすればよいのか」がはっきりと見えてきます。

大学対策講座

●講座番号9096●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大数学演習[Ⅰ・A／Ⅱ・B]

担当講師原田知也先生

学習内容 数学Ⅰ・A／Ⅱ・B頻出分野を攻略し、得点力をアップするための演習講座で
す。入試では必ず得点を取らなければいけない問題があります。対応した問題を解くプ
ロセス、特に数学的な処理能力を高め、確実に自分で正答に至るための思考力を身につ
けます。

●講座番号5088●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大 理系数学演習［Ⅲ］

担当講師大吉巧馬先生

学習項目 曲線、極限、微分法、積分法、複素数平面
学習内容 理系数学の最重要ポイントである微積分を中心に攻略し、得点力をアップす
るための演習講座です。入試では必ず得点しなければならない問題があります。問題を
解くプロセス、特に数学的な処理能力を高め、確実に自分で正答に至るための思考力を
身につけます。

国語

記述型答案練習講座

●講座番号4323●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大現代文

担当講師林修先生

学習内容 「東大が受験生に求める能力」の内実を徹底的に分析し、東大がどの程度の水準
の答案を期待しているのか、その水準をクリアするためにはどうすればよいのかを明らかに
しながら、5回の授業・5回の添削指導を通して緻密な対策を立てていきます。授業・添削指導
とも一切の妥協を排した、「本気で東大に合格したい」諸君のための講座です。
受講上の注意 一部「出口汪の驚異の東大現代文」と同じ問題を扱います。

●講座番号1202●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策現代文

担当講師出口汪先生

学習内容 東大合格に向けて、現代文で確実に得点できるようにすることを目指す講座
です。東大に出題される文章でも、「論理的にきちんと整理して読む」ということが出来
れば、内容の把握は難しくありません。文章の論理構造を読み取り、解答のポイントを押
さえ、筋道を立てて説明する訓練を徹底して行います。5回の講義、5回の添削指導を受
けることで、無駄なく、最も得点力を伸ばせる方法が身につきます。

●講座番号4341●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

京大現代文

担当講師林修先生

学習内容 他大学の現代文とは大きく異なる傾向にある「京大現代文」とは何かを徹底
的に分析し尽くし、京大が求める知的能力を最終完成させます。授業・添削指導とも一切
の妥協を排した厳しいものになりますから覚悟してください。「本気で京大に合格した
い」諸君のための講座です。

●講座番号3539●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関国公立大現代文

担当講師林修先生

学習内容 旧帝大＋一橋大レベルの難関国立大を目標に、授業と添削指導を通して、記
述・論述・要約の基本パターンをさらに深く展開し、1点でも多く得点を奪取する緻密さ
と集中力、無駄な減点を回避する注意力を極限まで高める訓練を行います。



志
望
校
対
策
特
別
講
座

答案練習 記述型答案練習講座には記述対策のための添削指導がセットになっています。

大学対策 大学対策講座は１講座につき授業90分×５回＋講座終了判定テスト１回です。

大学別演習 大学別演習講座は１講座につき授業90分×10回＋講座終了判定テスト１回です。
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※学習効果の改善のため、担当講師・講座内容を変更する場合があります。

2017年９月以降開講 開講日程は校舎までお問い合わせください☆

●講座番号2920●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

トップレベル経済系対策小論文

担当講師樋口裕一先生

学習内容 グローバル経済、消費社会、経済学における理論など、経済・経営・商学系学部
で頻出のテーマに対する知識を深め、難解な課題文・設問に対して的確な答案が作成で
きるように指導します。各回で扱ったテーマについて更にワンランク上のレベルの添削
問題で答案練習を行います。ハイレベルな内容を扱うため、基本的な小論文の書き方や
知識については身についているものとして授業を行います。

●講座番号2931●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

SFC対策小論文

学習内容 小論文において高度な論文作成力を求められるSFC（総合政策学部・環境情報学部）小論文の対策を
行います。この講座の最大の目的は「問題を発見し、解決する力」の養成です。各回で扱ったテーマについて更に
ワンランク上のレベルの添削問題で答案練習を行います。また、今後SFCで出題が予想されるテーマでの答案練
習も行います。ハイレベルな内容を扱うため、基本的な小論文の書き方や知識については身についているものと
して授業を行います。

●講座番号3002●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

ハイレベル医薬系対策小論文

学習内容 医薬系の小論文の中で特に重要なテーマである「治療行為に携わる人の倫理・価値判断の
あり方」に関する論点に的を絞り、的確な答案が作成できるように指導します。指定の課題について
添削指導を受けることができます。ハイレベルな内容を扱うため、基本的な小論文の書き方や知識に
ついては身についているものとして授業を行います。

理科

記述型答案練習講座

●講座番号9211●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策物理演習

担当講師苑田尚之先生

学習項目 物理総合演習
学習内容 本講座は東大という日本の最高学府を志望される皆さんの最後の確認の場となるよう設置されています。東大の入試問題
では、一貫して物理の本質的な理解が問われています。これは一朝一夕に身につくものではなく、基本に忠実な学習姿勢が問われるといって
も過言ではありません。本講座は以上のことをふまえ、物理学習の最終確認の場となるよう演習を行っていきます。物理学の基本に基づいた
深い理解こそが、東大で要求されている学力であることを認識し、常に基本法則から考える習慣を身につけてもらいたいと思います。

●講座番号9222●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関国公立大対策物理演習

担当講師苑田尚之先生

学習項目 物理総合演習
学習内容 本講座は難関国公立大学を志望される皆さんの最後の確認の場となるように設置されています。いずれの大学でも物理
の本質的理解を問うという点では共通です。これは一朝一夕に身につくものではなく、基本に忠実な学習姿勢が問われるといっても過言で
はありません。本講座は以上のことをふまえ、物理学習の最終確認の場となるよう演習を行っていきます。物理学の基本に基づいた深い理
解こそが難関国公立大学で要求されている学力であることを認識し、常に基本法則から考える習慣を身につけてもらいたいと思います。

●講座番号9231●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関大対策物理

担当講師橋元淳一郎先生

学習項目 物理総合演習
学習内容 難関大学の入試問題を題材にして、入試頻出の重要分野を演習・解説してい
きます。公式一辺倒の解法ではなく、"イメージ"に直結した本質的解法を伝授します。授
業だけでなく、作成した答案の添削でさらに細かい指導を行い、的確な記述式答案が作
成できるように指導します。

●講座番号1953●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策化学演習

学習内容 東大の理科では特殊な解答用紙が使われます。化学では途中の考え方を記述したり、化学
現象の理由を説明したりする問題が多く出題されるため、本番までに解答用紙に記入することにも
慣れておく必要があります。本講座では色々な分野の総合問題を通してこのトレーニングを行いま
す。

●講座番号4486●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早大現代文 直前演習編

担当講師板野博行先生

学習内容 早大合格に向け、今まで勉強してきた読み方・解き方を効率的に総整理し、最
終的に合格レベルの読解力を完成させる直前演習講座です。また、学部を併願する受験
生へのアドバイスや、これから受験までにやるべきこと、当日の注意事項など、直前期な
らではの受験に向けたアドバイスなども行い、自信をもって試験に臨めるようにしま
す。

●講座番号9253●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大現代文 評論読解

担当講師板野博行先生

学習項目 傍線説明対策・内容合致問題対策・空欄補充対策・理由説明対策・記述対策
学習内容 上位私大入試の厳しい制限時間に負けない速読速解力を身に付ける訓練を
行います。現代文だけにそれほど時間をかけられない直前期だからこそ、読解・解法の思
考プロセスを整理しなおして、合格へつなげていきましょう。

●講座番号4499●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早大古文 実力錬成編

担当講師富井健二先生

学習内容 早大古文で高得点を狙うために、文法・単語・古文常識といったこれまで身に
つけてきた基礎知識が早大の入試問題でどのように問われてきているのかを典型問題
を使って明快に示します。この講座を受けることで、過去問演習も効率よく進められま
す。早大レベルの読解力へ飛躍させるための指針を示す講座です。

●講座番号4507●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早大古文 直前演習編

担当講師富井健二先生

学習内容 早大レベルの古文の実力を完成させるために、今まで勉強してきたことが本
番で発揮できるよう徹底して演習を行う直前講座です。これまでに身につけた全ての読
解力と知識をフルに駆使できるようにし、合格レベルの読解力を完成させます。また、直
前期ならではのアドバイスや学部併願をする受験生へのアドバイスも行い、自信をもっ
て試験に臨めるようにします。

●講座番号4354●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位・中堅大 古文読解

担当講師伊東潤先生

学習内容 明治・青山学院・立教・法政・中央・関西・立命館大などの上位私大入試で頻出
の文法・単語・古文常識・読解法を総合的にチェックし、弱点を発見、補強することで、本
番でも高得点を狙える実力を完成させます。特に上位・中堅大では文学史・古典常識など
の知識問題が数多く出題されています。この講座で知識の穴（弱点）を補強してくださ
い。

小論文

記述型答案練習講座

●講座番号2908●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

トップレベル人文科学系対策小論文

担当講師樋口裕一先生

学習内容 相対主義・言語・近代化・消費社会の問題点など、難関大学の文学・人文系学部
で出題されることの多いテーマを徹底的に攻略します。各回で扱ったテーマについて更
にワンランク上のレベルの添削問題で答案練習を行います。ハイレベルな内容を扱うた
め、基本的な小論文の書き方や知識については身についているものとして授業を行いま
す。

●講座番号2919●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

トップレベル法学系対策小論文

担当講師樋口裕一先生

学習内容 民主主義、国家の役割、メディアと法など、法律・政治学系学部で頻出のテー
マに対する知識を深め、難解な課題文・設問に対して的確な答案が作成できるように指
導します。各回で扱ったテーマについて更にワンランク上のレベルの添削問題で答案練
習を行います。ハイレベルな内容を扱うため、基本的な小論文の書き方や知識について
は身についているものとして授業を行います。

●講座番号4524●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早大・慶大対策化学

学習内容 早慶大の入試では、「迅速な判断力」、「深い洞察力」、「正確な計算力」など、合格点を取るに
はさまざまな力が要求されます。本講座では、早慶大の入試問題を自力で解くために必要な論理的な
プロセスと無駄のない計算方法を身につけます。
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記述型答案練習講座

●講座番号5886●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策世界史演習

学習項目 東大の過去問演習および予想問題演習
学習内容 通年講座で過去問の演習を行ってきました。この答案練習講座では、その総仕上げとすべ
く、過去問をさらに厳選します。長文から比較的短いものまで書いて、本番に備えましょう。また予想
問題も出題します。東大の問題は出題傾向や字数に変動は少ないので対策を立てやすいといえます。

●講座番号4965●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

京大対策世界史演習

学習項目 京大過去問およびオリジナル問題等を使用した問題演習
学習内容 京大過去問とオリジナル問題を使い、「地域・各国史」「テーマ・文化史」「比較論述」などの
テーマ別に、盛り込むべきポイントを押さえながらまとめる練習をします。本講だけの受講も可能で
すが、事前に「京大対策世界史Ⅰ東洋史編」と「Ⅱ西洋史編」を順序どおり受講することが望ましいで
す。

●講座番号5019●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

世界史記述問題演習 実践編① （400字以上の問題）

担当講師荒巻豊志先生

学習項目 東大・一橋・筑波などの400字以上の文章記述問題過去問演習
学習内容 「世界史記述問題演習Ⅰ・Ⅱ」の10コマで、さまざまな切り口で文章記述問題に取り組んでき
ました。この講座では、実際に書いて自分の到達度をチェックします。たとえば、指定語句をただつなげるの
ではなく、プラスアルファのポイントを押さえるなどのちょっとしたコツなどを体感していってください。
受講上の注意 事前に「世界史記述問題演習Ⅰ・Ⅱ」（講座番号4807、4827）を受講することを勧めます。

●講座番号5037●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

世界史記述問題演習 実践編② （400字未満の問題）

担当講師荒巻豊志先生

学習項目 京大・津田塾などの400字未満の文章記述問題過去問演習
学習内容 「世界史記述問題演習Ⅰ・Ⅱ」の10コマで、さまざまな切り口で文章記述問題に取り組
んできました。この講座では、実際に書いて自分の到達度をチェックします。字数が短い問題は、コ
ンパクトにまとめる力が要求されることも多いですが、実際に手を動かして鍛えていきましょう。
受講上の注意 事前に「世界史記述問題演習Ⅰ・Ⅱ」（講座番号4807、4827）を受講することを勧めます。

●講座番号5636●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

一橋大対策世界史演習

学習項目 論述問題の解法／アジア史および欧米史に関する例題・添削課題
学習内容 この講座は、一橋大対策世界史Ⅰ・Ⅱで傾向分析・頻出範囲を学習し終えた後の、総仕上げです。「論述
問題の解法」から始まり、例題の論述問題の解答例を書画で提示して、実際に添削をしながら、論述のテクニック
を学んでいきます。例題の解説をしっかり理解してから添削課題に挑戦しましょう。5回であらゆるタイプの分
野・形式の問題が網羅できるようになっているので、予習・復習・課題提出に、集中力を持って取り組みましょう。
受講上の注意 単独でも受講できますが、一橋大対策世界史Ⅰ・Ⅱ（講座番号5617、5628）を受けてからの受講を勧めます。

●講座番号4246●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大日本史演習Ⅰ 政治・外交史中心

学習項目 入試本番に照準をあわせ、政治・外交史を精緻に研究。
学習内容 ●1 スパートのための最終戦略、●2 出題者を想定した東大特有の論述問題を確認・探求し、
さらに●3 東大日本史密着型のテストを実施します（計5回、添削指導＋解答・解説・採点基準付）。高い
次元へのシフトを実感できる史上最強講座。もうこうなったら合格するしかありません。

●講座番号3800●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

医系化学演習

学習内容 医系大学の入試では大きく分ければ記述式と選択肢形式のどちらかが出題されています
が、本講座では記述式の対策を行います。①計算問題等で途中の考え方を説明しながら書くためのト
レーニング、②〜字以内で説明せよ、というタイプの問題に対処するためのトレーニングを行いま
す。

●講座番号5046●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関大対策化学演習

学習項目 理論、無機、有機化学の頻出分野
学習内容 難関大入試を突破するためには、化学を本質的に理解することと応用力が必要です。この
講座では、理論、無機および有機化学から厳選した問題を演習することによって、的確な解答プロセ
スを習得します。授業だけでなく、答案の添削によってさらに細かく指導し、確実に得点できる答案
作成技術を身につけます。

●講座番号6088●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策生物演習

担当講師田部眞哉先生

学習内容 東大入試で高得点をとるためには、基礎力の確認問題を速く正確に解き、考
察力の確認問題に多くの時間をかけて、採点者をうならせる解答を作成することが大切
である。この講座では、東大の過去問や予想問題を実際に自分で解答することによって、
答案の問題点を明らかにし、入試での高得点を目指します。
受講上の注意 本講座は通期講座「東大対策生物」（講座番号5613）とは対応していません。

●講座番号6364●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

医系生物演習

担当講師田部眞哉先生

学習内容 医学部入試では、重要事項の深い理解はもちろん、それをもとにした高度な
考察力と論述力が必要です。この講座では、医学部の過去問や予想問題を実際に自分で
解答することによって、論述力を要する発展問題に対応できる実力を身につけて、入試
での着実な得点力を養成します。

●講座番号5892●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関大対策生物演習

担当講師飯田高明先生

学習内容 難関大入試では、論述問題と計算問題で大きく得点差がつきますが、これら
は独力ではなかなか対策しにくいところでもあります。この講座では、典型的な論述や
計算の方法を習得し、答案作成力を養成することを目的としています。本講座で難関大
に対応できる答案作成力を身につけましょう。

大学対策講座

●講座番号2972●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

京大対策物理

担当講師苑田尚之先生

学習内容 京大物理の特徴はその解答形式にあります。東大物理が完全論述形式なのに対し、誘導穴埋め形式と
いう特徴のせいで、扱う内容も初歩的なものから、かなり物理的に深い内容を問うものまで千差万別です。対策はた
だ1つ。基本法則を正しく理解し、そこから現象を考えること。結局、物理とはそのような学問であり、その正統な勉強
のみが真の実力をつけるただ一つの方法であるということを意識し、体系的に物理を学んでいただきたいものです。
本講座では、京大において頻出の内容を扱い、皆さんに改めて基礎の大切さを強調していきたいと思います。

●講座番号9106●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

東工大対策物理

担当講師苑田尚之先生

学習内容 本講座は、東工大を志望される皆さんの最終確認の場となるように設定され
ています。東工大の入試では基本原理に基づく深い理解を試す問題が出題されます。結
局、「物理の入試問題は基本を確認しているにすぎない」ことを理解し、最後まで復習さ
れることを希望します。
※2017年度新規開講講座です。

●講座番号2961●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早慶大対策物理

担当講師苑田尚之先生

学習内容 早慶の入試問題では、頻出事項への深い理解とそれらの相互関連性を把握す
ることが重要となります。この講座では、早慶大入試に対応した問題を解くプロセス、特
に数学的な処理能力を高め、確実に自分で正答に至るための思考力を身につけます。

●講座番号4589●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

東工大対策化学

学習項目 理論、無機、有機化学の頻出分野
学習内容 東工大の入試では、総合的な化学の知識に裏打ちされた、迅速かつ正確な判断力と計算力
が要求されます。この講座では、東工大入試のために厳選した問題を解くことで、学力を合格レベル
までアップさせます。
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答案練習 記述型答案練習講座には記述対策のための添削指導がセットになっています。

大学対策 大学対策講座は１講座につき授業90分×５回＋講座終了判定テスト１回です。

大学別演習 大学別演習講座は１講座につき授業90分×10回＋講座終了判定テスト１回です。
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大学対策講座

●講座番号4543●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

ハイレベル世界史問題演習

学習項目 早慶その他難関私大の入試問題実践演習
学習内容 早慶をはじめとする難関私大入試をターゲットに、これまで学習してきた基礎知識を確
認する実戦問題を解き、正誤問題、グラフ・資料問題、図版問題、複合・記述論述問題など、設問形式に
沿った考え方や解法を展開します。難関私大突破に必須の知識もまとめた、密度の濃い講座です。5コ
マ受講するだけで飛躍的に世界史の得点力がつきます。

●講座番号4264●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早大日本史演習

担当講師金谷俊一郎先生

学習項目 早大日本史問題の集中対策
学習内容 早大の日本史で高得点を取るための講座です。実戦問題を解きこなしなが
ら、設問形式に沿った論理的な考え方や解法を身につけ、正解を確実に導く力、本番で1
点でも多くの得点を得る力を徹底的に養成します。

●講座番号3704●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

慶大日本史演習

担当講師井之上勇先生

学習項目 慶應義塾大学4学部の出題傾向の把握とその対策
学習内容 ①商学部の攻略，②法学部の攻略，③文学部の攻略，④経済学部の攻略，⑤文
学部・経済学部の論述問題，で構成されています。学部ごとに傾向が異なる慶大ですが，
全ての講義において，いずれの学部にも効果を発揮できることを意識しています。真剣
に取り組む意志さえあれば，慶大生になるための跳躍台にできる講座です。

●講座番号4271●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位私大日本史演習

担当講師金谷俊一郎先生

学習項目 上位私立大日本史問題の集中対策
学習内容 明青立法中・関関同立大などの上位私立大の日本史で高得点を取るための講
座です。実戦問題を解きこなしながら、設問形式に沿った論理的な考え方や解法を身に
つけ、正解を確実に導く力、本番で1点でも多くの得点を得る力を徹底的に養成します。

●講座番号8555●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早慶大地理問題演習

担当講師山岡信幸先生

学習項目 系統地理（頻出分野）・世界地誌（通常学習の盲点地域）
学習内容 第一に『実はやさしい早慶の問題』を実感してもらいます。「恐ろしい重箱の
隅問題だらけ」という誤解を解きましょう。なにしろ大切なのは基本です。暗記力だけの
戦いにさよならを！その上で早慶特有のいやらしい出題にもメスを入れていきましょ
う。必ず突破口はあるのです！

●講座番号9116●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

早大政治経済問題演習

担当講師清水雅博先生

学習項目 早稲田大学各学部受験のための演習
学習内容 早稲田大学の問題は、一見難しくないように見えますが、実は独特の時事問
題の問い方をしたり、他大学にはない、倫理分野からの出題もあります。早稲田大対策を
中心に、難易度の高い問題を選んで演習します。あらゆる分野の問題を数多くこなすこ
とこそ早稲田対策の王道です。

●講座番号9123●授業回数90分×5回＋講座修了判定テスト1回 大学対策

上位私大政治経済問題演習

担当講師清水雅博先生

学習項目 難関私大受験のための演習
学習内容 明青立法中を中心に、難関私立大学の問題を扱いながら、私大特有の問題の
解き方など、傾向に慣れていきます。頻出事項さえ押さえておけば、どんな傾向の問題に
も対応できるはず。高度な知識や理解力が要求される良問を選んで演習していきます。

●講座番号4251●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大日本史演習Ⅱ 社会・経済・文化史中心

学習項目 東大入試に準拠した社会・経済・文化史の問題を追究。
学習内容 ●1 スパートのための最終戦略、●2 出題者を想定した東大特有の論述問題を確認・探求し、
さらに●3 東大日本史完全密着型のテストを実施します（計5回、添削指導＋解答・解説・採点基準付）。
“東大合格物語”のエンディングにふさわしい貴重な450分。未来を確かなものにします。

●講座番号5056●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

京大日本史演習

学習項目 入試本番に照準をあわせて、予想問題などを多角的に研究します。
学習内容 講義内容は、●1 スパート戦略の確認、●2 京大に密着した重点学習分野の点検、●3 京大特有
の史料・論述問題などの研究。パニック回避のために添削指導付テストも実施します（各講3題×5
回、史料問題・論述問題中心）。“京大合格”を確実なものにする450分になるはずです。

●講座番号8564●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

一橋大対策日本史演習

学習項目 本番に照準をあわせて、予想問題などを多角的に研究
学習内容 講義内容は、●1 スパート戦略の確認、●2 出題者を想定した重点学習分野の完全習得、●3 一
橋大特有の論述問題の最終点検。さらに、一橋大日本史密着型の添削指導付テストも実施します（計5
回）。“一橋大合格物語”のエンディングにふさわしい貴重な450分になるでしょう。

●講座番号4515●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関国公立大日本史演習

担当講師金谷俊一郎先生

学習項目 難関国公立大学の論述問題の問題文の読み解き方，論述問題の答案作成のプ
ロセスとその過程での思考法，論述問題の答案の作成方法（アウトプット方法）
学習内容 基礎学習で培った日本史の知識をいかにして論述答案として完成させるの
か，論述問題と向き合ってからどのようなプロセスを経て解答を完成させればよいのか
を会得することで，難関国公立大学合格を目指しましょう。

●講座番号9388●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

東大対策地理演習

担当講師高橋和明先生

学習項目 東大二次地理問題の集中対策
学習内容 東大二次試験の地理で高得点を取るための講座です。5回の授業と5回の添
削指導を通して、必要な知識を完璧なものとしつつ、設問要求の正確な把握、論述のポイ
ントの拾い方を総整理し、本番で1点でも多く得点を得る答案を時間内でいかに作成す
るかを指導します。

●講座番号4085●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

京大対策地理演習

学習項目 京大地理の特別集中対策
学習内容 京大地理の実戦的な記述・論述問題対策を行います｡5回の授業と5回の添削指導の中で、
必要な知識を整理・定着させつつ、記述・論述問題における答案作成技術を徹底的に指導します。

●講座番号9244●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

難関国公立大地理演習

担当講師山岡信幸先生

学習項目 地形図問題・統計の読み取り・論述問題等の対策
学習内容 センター試験対策レベルの知識の上に、たしかな思考力を積み上げながら、京大・阪
大・一橋大・北大・名大・筑波大・東京学芸大・埼玉大・新潟大・首都大東京など、全国の難関国公立大
に頻出の各項目を撃破していきます。とくに論述については、答案作成の手順をじっくりとマス
ターしてもらいます。情報不足に悩む受験生の不安を払拭するのがこの講座の狙いです。

●講座番号4020●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

一橋大対策地理演習

学習項目 一橋大地理の特別集中対策
学習内容 一橋大地理の実戦的な論述問題対策を行います｡5回の授業と5回の添削指導の中で、必
要な知識を整理・定着させつつ、論述問題における答案作成技術を徹底的に指導します｡

●講座番号4561●授業回数90分×5回＋添削指導5回 答案練習 添削指導あり

論述対策 ハイレベル地理

担当講師高橋和明先生

学習項目 国公立二次試験の記述論述対策
学習内容 国公立二次試験を中心とした記述論述問題対策を行います。必要知識を完璧
なものとしつつ、設問要求の正確な把握、記述のポイントの拾い方を総整理し、「点の取
れる」そして「点を引かれない」答案を、時間内でいかに作成するかを指導します。


