
教科・講座記号・講座名・志望別・レベル・時間数 講座内容

　過去問や予想問題をとにかく解きまくる……不安と焦りから“量の消化”に走るのは“センター負
け組確定パターン”。本番でもぶれない実力と自信を、本講座のラストスパートから育んでいこ
う！
『直前要点完成』では、前半２日間で最新の出題傾向を踏まえた類題を、後半２日間では、まだ
解説が公開されていない“本家”センター試験の２０１９年度追試験を題材に、本番に一番近い問
題を通して正解の根拠を時間内に見出す解法を確認していきます。
　『直前演習』は、まさに“最終リハーサル”。本番同様の８０分の演習直後に、設問ごとのピンポ
イント解説を行うことで、プレッシャーにも揺るがない得点感覚を確立します。

英語

センター英語（筆記）直前完成
【要点整理と実戦演習】  　　　　　　　　

12/23～26(17:00～19:50)実戦演習1/10 

　文法・語法の知識を直接問う問題は全ていただき！くらいでなければ、目指す得点には届きま
せん。解くカギを早く正確につかむための思考回路は、常に使っていないとさびついてしまうので
、「文法問題はもう大丈夫！」という人も本番前に一通り重要事項をひろっておく必要あり。文法
問題に不安のある人はもちろん参加すべし。
　問題は空所補充・正誤・整序作文といった最大公約数的な形式を中心に扱います。プラス、基
本例文レベルの和文英訳も扱いますので、解答作りの基本をしっかりマスターして下さい。英作
文の本格的対策はこれから、という人も、解答作りの基本も知らずして演習を積むなかれ。文法・
語法の仕上げも、英作文対策のスタートもまとめて面倒みます。

英語

英文法・語法の完成　        　　　　　　　
12/9～ 12(13:20～16:10)　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　長文読解問題を攻略したい！長文読解問題で高得点を取りたい！
　これはすべての受験生の願いであり、志望校合格のために絶対にクリアしなければならないミ
ッションだ。もちろん、1文1文を理解するために語い力や文法力は必須だが、文章の理解というこ
とになれば、「テーマに沿って読む」「論の展開をつかむ」といった特有のスキルが必要になる。レ
ギュラー授業で学んできたそれらの知識を総合的に使えるように仕上げていこう！素材は、文系
・理系あるいは国公立・私立の別なく、入試で頻出のテーマを選び、好き嫌いに関係なく的確に論
理的に解答できるように構成した。特定のテーマについての苦手意識があれば克服しよう！国公
立・私立どちらの問題も扱うので、記述答案作成上のポイントもつかんでほしい。

英語

冬のテーマ別英長文読解Ⅰ
（標準編）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/5～8(9:30～12:20)

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　本講座はテーマに沿って長文読解問題の解法を伝授しようとするものである。
対象は人気国公立とＭＡＲＣＨに代表される各人気私大志望者である。
　科学、社会、歴史、言語、心理は人間が存在する限り考えなくてはならない重要テー
マである。
これは最近の入試でも変わることなく出題され続けているもので、ぜひ知的興奮を味わ
い勢いをつけてもらいたいものである。
これまで培ってきたものが開花する講座を提供しようと思う。乞ご期待！

英語

冬のテーマ別英長文読解Ⅱ
（応用編）　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/11～14(9:30～12:20)

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

本講座では早慶＆旧帝大レベルの入試問題から900 words前後の時事問題をテーマとする英文
や専門性の高い英文を題材に、過去問集では紙面の関係から語彙や熟語レベルの知識問題と
して扱われる問題に対しても、そこで省略されがちな解答へと至るプロセスを徹底的に解説して
いきます。
具体的には、①英文に対する正確な“読解力”、②背景知識や論旨展開を視野に入れた上での
内容の“理解力”、③正解を導くための“思考力”を集中的にトレーニングしていきます。
激化した競争突破の鍵となるのは、一人では見落としがちな細部にこそしっかりとアプローチを行
うこと。その手法を本講座で今一度、確認していこう！

英語

冬のテーマ別英長文読解Ⅲ
（発展編）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1/4～5(9:30～16:10)

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　この講座は，センター試験対策に意識をシフトさせる前の時期に、「記述英作文力」のレベルアップを図り、
センター試験後のための大きなステップとなる講座である。授業では、「記述和文英訳問題対策」を中心に、
次のことに重点を置いて指導をしていく。
◆国公立大二次(医学部，北大，東北大，名大, 阪大, 九大，筑波大, 千葉大，首都大学東京，金沢大など)、
及び　私大(青山学院大，中央大，学習院大，東京女子大, 同志社大など)を想定した記述英作文対策を行う。 
◆「日本語を英語に直す」作業が，中心となる。 
◆文法・語法の重要事項を確認しながら、英文を構成して行く上で、押さえておくべきポイントを学習する。日
本文の「何を」英語に直すのか、を改めて確認したい。 
◆授業は、「テキスト（予習要）+演習」形式で実施する予定である。

英語

冬の英語実戦添削演習Ⅰ
（和文英訳・自由英作文）　　　　　　　　　

12/5～8(9:30～12:20)　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

本講座の目標大学は、福島大・宇都宮大・新潟大・茨城大・群馬大・富山大・信州大等
である。これらの大学の問題は、決して易しいものではなく、語彙・構文分析・わかりや
すい日本語表現など、きちんと評価されるためのハードルはかなり高いと考えるべきで
ある。
本講座では、過去の出題例（英作文以外）を通じて、何をどこまで書けばよいのか、答
案構成に欠かせない要点を学習する。実際、生徒諸君の書いた答案をみせてもらい、
添削・講評を行うことを考えている。

英語

冬の英語実戦添削演習Ⅱ
<主要国立大>　　　　　　　　　　　　　　　

12/11～13(17:00～19:50)
基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

A1 50分×12+280分

50分×12

50分×12

50分×12

講座内容紹介

A2

A6

A3

A4

A5

英語

50分×12

50分×12

A7 50分×9



教科・講座記号・講座名・志望別・レベル・時間数 講座内容

　基本事項が定着していることを大前提として、多くの人が苦手とする分野・出題形式
に焦点を当て、演習していく。多少ひねった問題や新傾向の問題にも柔軟に対応できる
ように、弱点・盲点を最終的に洗い出し、全単元 『数と式』、『集合と論理』、『データの
分析』、『２次関数』、『三角比』、『平面図形』、『確率』、『整数』に渡って、確実な応用力
をつける。最終日の「実戦演習」では、センター試験を目前に控え、実戦形式での最後
の調整を行います。進め方は、実戦トレーニング問題(60分)を解き、その後、解説
(90分)を加えます。

数学

センター数学Ⅰ・A直前完成  
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　　　　

12/23～26 (13:20～16:10)　実戦演習1/2　　　　　　　　　　　　　　

　センター試験では，図形や関数の性質を利用して，計算を短縮出来ることが少なくない。
本講座は， 『図形と方程式』 『三角関数』 『指数・対数関数』 『微分法・積分法』 を取り上げ，広い
範囲の中から，重点的に底上げを図っていくことを目標とする。
　微積分の計算に時間がかかる人，図形と方程式の処理が上手くいかない人は，受講をお薦め
する。
1/9の「Ⅱ・B実戦演習」では，センター試験を目前に控え，実戦形式による最後の調整を行う。進
め方は，予想問題(60分間)を解き，その後，詳しい解説(90分間)を加える。

数学

センター数学Ⅱ直前完成
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　

12/28～31(9:30～12:20)実戦演習1/9　　　　　　　　　　　

　多くの受験生が苦手とする数列、ベクトルに的を絞り、基本的な問題から応用問題へと実戦的な訓練を積み重ねて本番で
の高得点を狙う。
　特に数列については，今まで出たことのない題材が扱われることも多いので，そこも十分に対策する。
　内容は以下の通り
　１日目：数列　頻出問題の最終確認
　２日目：数列　難問題への対処
　３日目：ベクトル　 頻出問題の最終確認
　４日目：ベクトル　空間ベクトルの対策
　各講の最後に演習を行うので、その日のうちに頭に定着させてしまおう。
　1/9の「Ⅱ・B実戦演習」では，センター試験を目前に控え，実戦形式による最後の調整を行う。進め方は，予想問題(60分
間)を解き，その後，詳しい解説(90分間)を加える。

数学

センター数学B直前完成
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　　

1/2～5 (17:00～19:50) 実戦演習1/9    

　『夏にも言及しましたが，難関大を制するには頻出問題は勿論少々手強い思考力を要する問題
の解法能力を養わないと合格は望めません。此を踏まえ、本講座では「北大・東北大・千葉大・筑
波大・横浜国大・九州大等で出題される決して易しくはないが比較的型にはまった問題+α東大・
京大・東工大で出題される着想力や思考力を要する少々手強い問題」の中から重要と思われる
問題を厳選し「演習」→「解答へのアプローチ」→「再度演習」→「解答解説」の形式で授業を展開
していきます。夏期講座同様演習量は少し多目ですが何とか頑張って攻略して下さい。』

数学

難関大理系数学重要問題演習
<Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ・Ⅲ>　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/17～20 (13:20～16:10) 　　　　　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　数Ⅰ・Aは，確率や整数etc，数Ⅱ・Bや数Ⅲとの融合で出題される(勿論，単独でも出題されます
が)事が多いので，是が非でも攻略しておかなければなりません。
この点を踏まえ，本講座では『整数』『個数の処理と確率』を中心に，『方程式・不等式・二次関数』
『三角比と平面図形』の中から，絶対落とせない重要問題・頻出問題を最小限に絞り，最大限の
効果を狙っていきます。入試は，満点を取らなくても合格点を取れば良いのです。頑張って攻略し
ましょう!

数学

数Ⅰ・Ａ最重要項目の完成　　　　　　　　　　　　　　　　
12/9～12 (13:20～16:10)　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　数Ⅱ・Bの範囲である『図形と式』，『三角・指数・対数関数』, 『微分と積分』,  『ベクトル
』, 『「数列と漸化式』の中から， 入試における実戦的な問題をピックアップし，自分の手
で，解く力を養っていく。 じっくり と考え，それを答案に仕上げていくことがこの講座の
目的である。　　　　　　　　　                                                                                   
※レベルは「センターの難問～中堅国公立大」,　過去５年以内の過去問を主に扱う。

数学

数Ⅱ・Ｂ最重要項目の完成　　　　　　　　　　　　　　　　　
12/14～15 (13:20～19:50)　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　『複素数平面』は，ベクトル同様，過去の入試問題を見ても厳しい問題は殆ど出題されておら
ず，得点源にし易い分野です。本講座では，厳選された入試問題を通して，「絶対値と共役複素
数，ド・モアブルの定理，極形式，n乗根，回転と相似の合成変換，一次分数変換」etc，出題頻度
の高い重要事項を攻略していきます。
　尚，授業では扱いませんが，夏期講習で扱った問題の中から基礎確認問題を15題程，タイトル
を付けて準備したので，復習を兼ねて初講日までに必ず解いておいて下さい。勿論，解答は初日
に配ります。何とか頑張って攻略して下さい。

数学

数Ⅲの総仕上げ①
＜複素数平面＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/9～12 (9:30～12:20)　　　　　　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

B1 50分×15＋150分

講座内容紹介

B2

50分×12

B3

B4

B5

B6

B7

数学

50分×12

50分×12

50分×12

50分×15＋150分

50分×15＋150分



教科・講座記号・講座名・志望別・レベル・時間数 講座内容

『医系，理工系入試での数Ⅲの占める割合は高く，ここでの失敗は致命的になります。しかし，確
実な計算技術，典型的問題の演習を積んでいれば，かなりの得点が望まれるのも数Ⅲです。　
　本講座では、数Ⅲ全範囲(複素数平面は除く)から，出題率の高い良問を選び，問題演習を通し
て，①曖昧な知識の再点検　②基本事項の具体的な応用　③多くの生徒が陥りやすい盲点の指
摘　④簡潔な答案のまとめ方　を解説していきます。
　数Ⅲを苦手とする者は勿論，数Ⅲを得点源にともくろむ者にも，4月からの学習の総決算とし
て，絶好の講座になるはずです。頑張って攻略して下さい。

数学

数Ⅲの総仕上げ②
＜微・積分を中心に＞　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/17～20 (9:30～12:20)　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

「実戦力と応用力の完成」を目指すため、「テストゼミ形式」で行います。後期授業を通
して培った「実戦力」、そしてこの一年間で身につけた、文章内容やジャンルに左右され
ない「応用力」。この４日間は、そうした力や技術の最終チェックです。 本番同様の環境
で現在の自分の力を点検し、足りない点や補強すべき点はないのか、しっかり確認しま
しょう。
※初日は初受講者のために読解と解法のポイントを解説してから、演習を行います。 

国語

センター現代文直前完成
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　　
1/6～9 (13:20～16:10)　　　　　　　　

　「実践力と応用力の完成」を目指すため、すべて「テストゼミ形式」で行います。特に私
大入試に必要な多種多様な設問への対応力を身につけましょう。
私大受験者は第1志望の大学から滑り止めの大学まで幅広く受験することを考慮し、使
用する教材は下位レベルの私大からハイレベルの問題まで幅広く扱っていますので、
受験校全てのレベルで学力チェックして欲しい。

国語

仕上げの私大現代文     
1/6～9 (9:30～12:20)　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　この講座では、一年間練習してきた記述問題の「解答力」を 確認していきます。特に
記述問題の基本である「同内容説明」「理由説明」に関しては８割強の正答率になる解
答が作成できるようになったのかを確認して欲しい。 
　センター終了後、すぐに二次試験問題を演習できるように、記述力を高めておきましょ
う。

国語

冬の記述現代文　    　　　　　　　
12/17～20(9:30～12:20)　  

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

センター試験直前に、各自の目標点数を取るための戦略を徹底的に叩き込む完成講座。直前期
に、どんな単語・熟語をいかに確認しなおすか、基本的文法事項は何に重点を置くべきなのか、
読解力はどのように安定させるのか。そんな全ての問いの答えを出すとともに、大問・小問の時
間配分や解答順序、より短い時間で正確に行き着く選択肢の見方や差別化の方法まで、センタ
ー攻略に必要かつ充分な内容を全て伝えきる講座である。テキストは本番同様に、各自が時間
制限を設けて解答しておくこと。講義中は全神経を集中させ、細大漏らさず吸収する姿勢で臨む
こと。最終回は実戦演習の形式となるので、そこできちんと結果を出して、本番への自信を持てる
ようしっかり乗り切るべし。自らの本気を全て出し切る覚悟を持って頑張れ！

国語

センター古文直前完成
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　　　　
12/17～20 (17:00～19:50)

国公立大２次試験・私大一般入試に対応すべく、これまで培ってきた知識をいかに使って得点に
結びつけるのか。まさに「総合的」読解を通して得点力をより確かなものとする講座である。具体
的には、必要不可欠な単語・熟語の確認、基本的文法事項の最終チェック、背景知識と本文内
容のリンクのさせ方、省略内容の補完練習、さらに記述答案作成のポイント、選択肢の差別化と
本文照合箇所の探し方。以上の内容を全て消化した上で、最後に実戦演習をもって完成を目指
す。全身全霊を尽して、「完全を目指す」予習をして講義に臨むべし。全力でこの冬を駆け抜けた
とき、合格への「自信」は、合格への「確信」に変わる。さあ、最後にもう一踏ん張り、頑張っていこ
う！

国語

冬の古文読解　　　　　　　　　　　　　　　
(総合編)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/17～20 (13:20～16:10)　　　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　ポイントの確認と効果的な演習！直前期に必要なのはこの２つ！そこでこの講座で
はまず、センター漢文の標準的な問題を利用して、文型から頻出句法にいたる文法項
目・適切な読み方・頻出設問形式への対処法などのポイントをしっかりと確認してもらい
ます。その上で予想問題を演習してもらい、ポイントの理解度を確認してもらいます。も
ちろん解説もしっかりと行いますので、理解が不十分なポイントを見つけ出し、そのポイ
ントを本番で利用できる水準で自分の中に定着させていきましょう。

国語

センター漢文直前完成
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　　　　　
1/3～5 (9:30～12:20)　　　　　　　　　　

50分×12

講座内容紹介数学

B8

国語

C1 50分×12

50分×12C2

50分×12C4

C8 50分×9

C5 50分×12

C3 50分×12



教科・講座記号・講座名・志望別・レベル・時間数 講座内容

　この講座では、苦手な人が多い「波動」・「電磁気」の２分野を重点的に、過去の共通１
次、センター試験の本試・追試の問題で平均点の低かった問題と２次私大の超頻出入
試問題を教材にして解説していく。センター試験で高得点する実力を完成させると共に
中堅国公私立大の入試問題にも対応できる力を得ることを目標とする。最終日の「実
戦演習」では、センター試験を目前に控え、実戦形式での最後の調整を行います。進め
方は、実戦トレーニング問題(60分)を解き、その後、解説(90分)を加えます。

理科

センター物理直前完成
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/17～20 (13:20～16:10)　　　　　　　　　

  理系の入試で重要なのは，数学と理科。特に，「得点を稼ぐ」のは，理科である。
この講座では，中堅国公立大・私立大の最新の入試問題を通して，今一度，「基本事項の
確認」をし，さらに問題設定や文章から，今起こっている現象，特定の現象が起こる条件を
理解し，「式として表現する力」を完成させる。
過去５年以内の入試問題から最重要問題を選んで，各４日間とことんやりこむ。

〔Ｄ２：力学・波動編〕
　１．力学全般（モーメント・万有引力を含む）
　２．力学難問（単振動・相対運動など）
　３．波動（音波・光波）　
　４．原子物理（コンプトン効果など）
〔Ｄ３：熱・電磁気編〕
　１．状態変化・熱サイクル
　２．静電場・磁場
　３．電磁誘導（交流含む）
　４．原子物理（光電効果など）

理科

仕上げの物理〔力学・波動編〕　　　　　　　　　　　　　　
12/28～31 (13:20～16:10)

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

理科

仕上げの物理〔熱・電磁気編〕　　 
1/2～5 (13:20～16:10)

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　本講座では，「原子物理を含む物理基礎と物理の全項目」を，以下の３項目に分類し，短期間
に集中的に学習できるようにする。素材は，「全て過去５年以内の入試問題」である。
　①力学・熱力学：単振動，相対運動，剛体の力学，中心力による運動，気体の分子運動
　　　　　　　　　　　 熱的過程，物質の性質
　②電磁気：静電場，静磁場，電磁誘導，過渡現象及び交流理論
　③波  動 ：波動の一般論，音波，光波及びレンズ
　　難関大を志す諸君のために，「あまり型にはまらない，物理的思考を必要とする問題」を素材
にし，より深く考える演習を行う。

理科

仕上げの難関大物理　　　　　　　　　　　　　　　　　
12/28～31 (9:30～12:20)　　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

この講座では，センター化学基礎における知識の総整理と受験生が苦手とす
る，中和滴定，酸化還元反応，電気などの計算問題に対応するための問題演
習と解説を行っていきます。特に，計算問題では化学反応の基本に立ち返り，
丁寧な解説と自力演習が可能となる力の養成を含めたラストスパートを行って
いきます。化学基礎で得点率が高まらないのは，怠けてきたか，問題解釈がず
れているために解法の方向が間違っているか のどちらかになります。何をどれ
だけやれば，得点につなげられるかを，的確に指導し，1点でも多く点数を取ら
せます。

理科

センター化学基礎直前完成
〈要点整理〉　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/30～31 (13:20～16:10)　　　　　　　　　　

この講座では，センター試験で重要となる知識の総整理と，頻出分野に対する対策を行うための講座です。
1～3日：各分野の代表作品をモチーフに過去20年分の題材の中から，講義および演習を積んでいきます。各
セクションに，数題の類題を準備し，確実に理解し定着できるようにテキストを構成していきます。重要な計算
問題，知識の総確認を行っていきましょう。
夏期講習では，前期履修範囲に重点を置いた対応をお知らせしてきましたが，冬期講習では，有機化学・無
機化学から頻出問題の対応と解法テクニックを伝授していきたいと思います。
4日目：模擬問題を題材に実戦トレーニングとその解説
マーク模試などで得点率の上がらない生徒にとっては，これがラストチャンス！！ここで気合を入れて取り組
み，追い込んで点数を伸ばしましょう。

理科

センター化学直前完成
　　　　【要点整理と実戦演習】　    
12/28～12/31  (17:00～19:50)　　　　　　　

本講座では，理論分野として，入試で頻出の化学平衡，気体，溶液を題材とした問題を中心に，
扱います。平衡は，反応前→反応量→平衡時の時系列や，単位を丁寧に見ていく必要があり，
そこをいい加減に解釈すると，すぐに計算ミスを起こします。そのため，バランスシートをしっかり
と描くことが重要になりますので，そのあたりを丁寧に解説していきます。
無機化学からは，酸化還元反応を基軸とした化学反応式の成り立ちを復習し，電気化学を含め
た金属の精錬，錯イオン形成反応，沈殿生成反応，気体の製法の化学的意味と乾燥剤の扱い方
などを復習して，総まとめを行っていきたいと考えます。失点が許されない知識系の問題は，確
実に得点できるようにしていきます。

理科

仕上げの理論・無機化学　　　　　　　　　　　　　
12/9～12 (17:00～19:50)　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

講座内容紹介理科

D1

D2

D3

D4

D5

D7

50分×12

50分×12

50分×12

50分×12

50分×6

50分×12

D6 50分×12



教科・講座記号・講座名・志望別・レベル・時間数 講座内容

有機化学のまとめが凝集されている問題は，まさに構造推定です。有機化合物の構造や官能基を決定づけ
る反応は，どれも欠かせることのできない重要な事項です。このようなエッセンスが凝集された講義問題を準
備して1つ1つ丁寧に解説していきます。構造推定に関わる型を身に付け，様々なキーワードから連想すべき
官能基の構造をもれなく紹介し，複雑な分子構造への構築過程を習得するための講座となります。
難易度の高い問題では，官能基の確定に至る化学反応式を書かせたり，そこに計算問題を絡めてきたりしま
す。もちろんそのような問題もいくつか取り上げます。
また，高分子化合物では，計算に鎖のつながりnを用いるため抽象化し多くの受験生が迷い，その複雑性に
頭を混乱させます。天然化合物，合成高分子化合物にとらわれずに，各種高分子化合物にかかわる計算問
題をじっくり丁寧に分解して解説していきます。

理科

仕上げの有機化学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1/6～9 (9:30～12:20)　　　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

難関大学向けの化学では，各分野で，出題頻度が高いものを厳選して扱っていきます。
また，難問を解きこなすために，基礎的な内容がすべての分野において網羅されていることや，
それらの知識が組み合わせられても対応できる力が要求されてくるので，そのあたりにターゲット
を絞った総合的な長文の問題，解釈や思考に時間のかかるものを取り上げていきます。
講義問題を通じて，様々な分野の復習ができるような作りとして，濃密な解説を施していく予定で
す。弱点を確認し，志望校攻略に向け，残された期間に自分が何をすべきかの指針を見つけ出
すきっかけにさせたいと考えています。

理科

仕上げの難関大化学　　　　　　　　　　　　
1/6～9(13;20～16:10)　　       

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　本講座では，最後の総チェックを中心に行います。「センター生物基礎」は，出題範囲が広く，知
識問題が多いため，どこからチェックして良いか迷ってしまいがちです。
　授業では，網羅的に行うことで，効率よく全範囲を確認していきます。『細胞，遺伝子，恒常性，
バイオーム，生態系』，それぞれの分野の要点を整理していきましょう。また，テキストは，予想問
題も充実しているため，過去問対策不足になりがちな「基礎科目の特効薬」となります。
　センター試験前の貴重な2日間を，一緒に駆け抜けましょう！

理科

センター生物基礎直前完成
<要点整理>　　　　　　　　　　　　　　　

12/28～29(17:00～19:50)　　　　　　　　　

　センター試験の直前は、誰でもとかく焦りがちです。 しかし、 あれこれ手を出しても、なかなか
満足のいく効果はあがらないものです。
本講座では、 センター試験の最頻出事項、 狙われがちな盲点にポイントを絞り、 体系的にわか
りやすく講義します。 生物の得意な人には最後の総チェックの仕上げに、 まだ何となく自信の持
てない人には、 不得意分野克服の最後のチャンスです。
誰もがこの時期焦っています。 この講座を信じて、 不安と焦りをバネに、 この講座で確実な得点
力アップを目指してください。
＊４日のうち、前３日は要点整理・最終日は演習で仕上げます。

理科

センター生物直前完成
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　
12/23～26(9:30～12:20)　　　

　国公立大の二次試験・私立大学などで生物を課す医・歯・薬・農・獣医・医療看護の学部は相変
わらず高い人気を集め、 入試問題も年々多様化・複雑化しています。生物で失敗しないだけでな
く生物を武器にするなら、 雑多な知識の集積でなく、 生物全体を体系的に理解した上で、 論理
的思考力にもとづいた答案作成能力がどうしても必要です。
本講座では、 昨年度に出題された問題を中心に、 駿優独自の最新の入試分析に立脚して、点
差の開きがちな問題への対処法、合格答案作成までの道すじ、多くの受験生にとっての苦手領
域の克服を目指します。 一人でひたすら丸暗記に励んでも点数には結びつきません。 一緒に第
一志望突破を目指しましょう。

理科

仕上げの理系生物　　　　　　　　　　　　　
12/28～31(13:20～16:10)　　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

 地学基礎は出題分野に偏りがないために全範囲からの出題となり、難易度も教科書から大きく
逸脱することはないため、きちんと対策をすれば得点源として大きく期待のできる教科です。本講
座では、センター試験で高得点を狙えるように地学基礎の全般的な知識を総復習します。選択問
題を確実なものにするためには正確な知識が必要になりますので、単なる用語の暗記にとどまら
ないように事象がなぜそのようになるのかという因果関係にも注目しながら、内容の重層的な理
解ができるようにしていきたいと考えています。また、過去問題を利用して地学基礎にとって特徴
的ともいえるグラフや図表の読み取り、計算問題の解き方にも取り組みながら、それぞれの知識
を完璧にしていきます。それによって実力を確実なものとし、自信を持って試験に臨めるようにし
ます。

理科

センター地学基礎直前完成
   　<要点整理>　　　　　　　　　　　　　　

12/28～29(13:20～16:10)　　　　　　　　　　　　　　　

講座内容紹介理科

D1

D2

D10

D4

D12

50分×12

50分×12D8D8

D9

50分×6

D11 50分×12

50分×12

D13 50分×6



教科・講座記号・講座名・志望別・レベル・時間数 講座内容

　本講座ではセンター試験で多くの受験生が手薄になりがちな近代史と戦後史
を中心に、苦手意識を持ちやすく、頻出分野でもある文化史や経済史、地方史
も扱います。実践力を養っていく講座になりますので、多くの問題を扱います。
そのため、講義の前までには必ず全ての問題を解いて出席してください。また、
本番の試験を想定したテストゼミも実施します。

地歴

センター日本史直前完成
 【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　　　
12/7～8 (13:20～19:50)　　　　　　　　　

　多くの受験生が苦手とする社会経済史。社会経済史は歴史語句の暗記だけ
では対応できません。高得点を取るためには仕組みなどを正確に理解する必
要があります。本講座では古代から現代までの土地制度史、貨幣史、社会・労
働運動史、交通・通信・流通史を扱い、複雑な仕組みなどを理解しながら、入試
本番に備えて最終確認をしていきます。本講座を受講し、社会経済史を得点源
にしましょう。

地歴

総合日本史
<社会経済史徹底整理>　　　　　　　　　　　　　　　

12/14～15 (13:20～19:50)　　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　「現代史」は、「古代史～中世史～近代史」と比較して、情報量が格段に増加します。
さらに同時代史的視点も重要視されます。つまり、緻密な史実の理解・暗記と、グロー
バルな視野から歴史を見る視点が求められるのが現代史です。
　本講座は、この独習困難な現代史を、欧米・国際関係を中心に、もちろんアジア史も
含めて、要点整理とセンター試験の過去問演習を通じて学習します。
　さあ、センター試験は目前です！この講座で、センター試験対策が完結します。　

地歴

センター世界史直前完成
 　　【要点整理と実戦演習】　　　　　　　

1/6～8 (17:00～19:50)実戦演習1/10　　　

冬に仕上げる現代史!
　戦後史を中心とする現代史は、受験生一般が苦手とするところです。また、受
験間近の冬期は良問を繰り返し演習する必要があります。そこで本講座では、
受験生が「泣いていやがる」戦後史に重点を置いて、厳選された著名私大の良
問を中心に、現代史を整理・演習します。
　２月に泣かないためにも、いま少し頑張りましょう。

地歴

総合世界史
＜現代史徹底攻略>　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12/5～8 (17:00～19:50)　　　　　　　　　

基　　礎 標　　準 発　　展

入門 基礎 標準 応用 発展 トップ

　人口、集落(村落・都市)などの系統地理から、世界各地の地誌まで、重要項
目の簡潔な整理と、センター試験特有の問題に対応した新傾向を踏まえた精
選最重要問題の演習により、統計・資料における高度な分析力や必要な総合
的思考力の徹底理解を図り、短期間での解法力アップを目指す。本講座で最
後まで「考える力」と正誤判定問題で騙されない「潜考力」を涵養し、実戦力を
磨いて本試に臨みたい。

地歴

センター地理直前要点完成　　　　　　　
【要点整理と実戦演習】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1/6～8 (17:00～19:50)　　　　　　

夏の講習会は「国際関係」にﾃｰﾏを絞ったが、冬期講習会ではｾﾝﾀｰ並びに私大・国立2
次に向けても＋αの加点が狙えるように「政経分野」全般から内容を抽出してみた。
選択問題ばかりではない。記述も含めて直観では通用しない設問が多い。ほぼ「予想
問題」で統一したので、熟慮して正解を導こう。
特に最後に用意した「一問一答」は現役大学生でもうっかりミスをしがちな「時事問題」
が含まれる。通常授業よりも手応えがある問題だろうが、最後の仕上げだ。僅か2日間
ではあるが、諸君が培ってきた知恵と知識を総動員して、自信をつけた上で本番に挑
んでくれれば幸いである。

公民

センター公民(政治経済分野)
直前完成〈要点整理〉　　　　　　　　　　　　　　　

12/23～24 (9:30～12:20)　　　　　　

講座内容紹介地歴・公民

50分×12E2

E6

50分×12E1

50分×12E5

50分×9E8

50分×6E9

50分×12


