
行ける大学ではなく、行きたい大学へ !   

“夢”は自分 で掴む!!

郡山で全国レベルの授業を！
東京で活躍中の一流講師が多数集結・直接授業!! 大学受験生対象

2021 1/25(月)～2/5(金)

1日完結 



 2021 駿優予備学校郡山校｢入試直前対策特別講習｣ 設置講座

A1 得点直結！入試英語〔選択・正誤・空所補充・整序英作文の攻略〕（標準編） 小林 1/27(水) 10:00～12:30 70分×2

A2 得点直結！入試英語〔選択・正誤・空所補充・整序英作文の攻略〕（発展編） 小林 1/29(金) 15:40～18:10 70分×2

A3 私大英語長文の完成〈日東駒専・理系私大ﾚﾍﾞﾙ対策〉（第1回） 小林 1/27(水) 13:00～15:30 70分×2

A4 私大英語長文の完成〈日東駒専・理系私大ﾚﾍﾞﾙ対策〉（第2回） 小林 1/29(金) 18:20～20:50 70分×2

A5 私大英語長文の完成〈ＧＭＡＲＣＨﾚﾍﾞﾙ対策〉（第1回） 浅野 1/28(木) 15:40～18:10 70分×2

A6 私大英語長文の完成〈ＧＭＡＲＣＨﾚﾍﾞﾙ対策〉（第2回） 浅野 1/28(木) 18:20～20:50 70分×2

A7 私大英語長文の完成〈早慶・理科大対策〉（第1回） 大澤 1/26(火) 10:00～12:30 70分×2

A8 私大英語長文の完成〈早慶・理科大対策〉（第2回） 大澤 1/29(金) 13:00～15:30 70分×2

A9 英作文の完成<和文英訳>（第１回）＊添削指導付 渡辺 1/27(水) 18:20～20:50 70分×2

A10 英作文の完成<和文英訳>（第２回）＊添削指導付 渡辺 2/3(水) 13:00～15:30 70分×2

A11 英作文の完成<自由＆条件英作文>（第１回）＊添削指導付 渡辺 2/3(水) 15:40～18:10 70分×2

A12 英作文の完成<自由＆条件英作文>（第２回）＊添削指導付 渡辺 2/5(金) 13:00～15:30 70分×2

A13 国公立大二次英語長文の完成（標準編）（第１回） 大澤 1/29(金) 18:20～20:50 70分×2

A14 国公立大二次英語長文の完成（標準編）（第２回） 大澤 2/2(火) 15:40～18:10 70分×2

A15 国公立大二次英語長文の完成（発展編）（第１回）＊添削指導付 渡辺 1/27(水) 15:40～18:10 70分×2

A16 国公立大二次英語長文の完成（発展編）（第２回）＊添削指導付 渡辺 2/5(金) 15:40～18:10 70分×2

B1 数Ａ：個数の処理・確率の完成（標準レベル） 石神 1/25(月) 10:00～12:30 70分×2

B2 数Ⅱ：三角関数・指数対数の完成（標準レベル） 前田 1/28(木) 13:00～15:30 70分×2

B3 数Ⅱ：微分・積分の完成（標準レベル） 前田 1/28(木) 15:40～18:10 70分×2

B4 数Ｂ：数列の完成（標準レベル） 山田 1/25(月) 13:00～15:30 70分×2

B5 数Ｂ：空間図形とﾍﾞｸﾄﾙ・平面図形の完成（標準レベル） 山田 1/25(月) 15:40～18:10 70分×2

B6 数Ⅲの完成（第１回） 角田 1/26(火) 15:40～18:10 70分×2

B7 数Ⅲの完成（第２回） 角田 2/3(水) 10:00～12:30 70分×2

B8 数学標準問題総合演習〔Ⅰ･A・Ⅱ･Ｂ〕（第１回） 石神 1/26(火) 18:20～20:50 70分×2

B9 数学標準問題総合演習〔Ⅰ･A・Ⅱ･Ｂ〕（第２回） 石神 1/29(金) 15:40～18:10 70分×2

B10 難関大数学総合演習ファイナル〔Ⅰ・Ａ～Ⅲ〕（第１回） 角田 1/26(火) 13:00～15:30 70分×2

B11 難関大数学総合演習ファイナル〔Ⅰ・Ａ～Ⅲ〕（第２回） 角田 2/3(水) 13:00～15:30 70分×2

B12 国公立大二次理系数学演習（標準編）（第１回） 前田 2/5(金) 13:00～15:30 70分×2

B13 国公立大二次理系数学演習（標準編）（第２回） 前田 2/5(金) 15:40～18:10 70分×2

B14 国公立大二次理系数学演習（発展編）（第１回） 山田 1/31(日) 13:00～15:30 70分×2

B15 国公立大二次理系数学演習（発展編）（第２回） 山田 2/2(火) 10:00～12:30 70分×2

C1 私大現代文の完成(標準編） 高木 1/26(火) 15:40～18:10 70分×2

C2 私大現代文の完成（発展編） 高木 1/26(火) 18:20～20:50 70分×2

C3 国公立大二次現代文の完成 (第１回) 高木 1/27(水) 10:00～12:30 70分×2

C4 国公立大二次現代文の完成 (第２回) 高木 1/27(水) 13:00～15:30 70分×2

C5 私大古文の完成(標準編） 山岡 1/25(月) 15:40～18:10 70分×2

C6 私大古文の完成（発展編） 山岡 1/25(月) 18:20～20:50 70分×2

C7 国公立大二次古文の完成（第１回） 山岡 1/31(日) 10:00～12:30 70分×2

C8 国公立大二次古文の完成（第２回） 山岡 2/5(金) 10:00～12:30 70分×2

C9 国公立大二次漢文の完成（第１回） 山岡 1/31(日) 13:00～15:30 70分×2

C10 国公立大二次漢文の完成（第２回） 山岡 2/5(金) 13:00～15:30 70分×2

D1 物理の完成<力学・波動>（標準ﾚﾍﾞﾙ） 山田 1/25(月) 18:20～20:50 70分×2

D2 物理の完成<熱・電磁気>（標準ﾚﾍﾞﾙ）　※原子物理を含む 山田 1/31(日) 10:00～12:30 70分×2

D3 国公立大二次物理ファイナル演習（標準レベル）（第１回） 石神 2/2(火) 13:00～15:30 70分×2

D4 国公立大二次物理ファイナル演習（標準レベル）（第２回） 石神 2/5(金) 10:00～12:30 70分×2

D5 国公立大二次物理ファイナル演習（難関大対策）（第１回） 山田 2/2(火) 13:00～15:30 70分×2

D6 国公立大二次物理ファイナル演習（難関大対策）（第２回） 山田 2/2(火) 15:40～18:10 70分×2

D7 化学の完成<理論：気体･溶液（標準ﾚﾍﾞﾙ）> 福田 1/26(火) 10:00～12:30 70分×2

D8 化学の完成<無機・有機（標準ﾚﾍﾞﾙ）> 福田 1/26(火) 13:00～15:30 70分×2

D9 国公立大二次化学ファイナル演習（標準ﾚﾍﾞﾙ）（第１回） 福田 1/27(水) 15:40～18:10 70分×2

D10 国公立大二次化学ファイナル演習（標準ﾚﾍﾞﾙ）（第２回） 福田 1/28(木) 10:00～12:30 70分×2

D11 国公立大二次化学ファイナル演習（難関大対策）（第１回） 福田 1/27(水) 18:20～20:50 70分×2

D12 国公立大二次化学ファイナル演習（難関大対策）（第２回） 福田 1/28(木) 13:00～15:30 70分×2

D13 生物の完成〈頻出分野最終ﾁｪｯｸ〉 吉澤 1/29(金) 10:00～12:30 70分×2

D14 国公立大二次理系生物ファイナル演習 吉澤 1/29(金) 13:00～15:30 70分×2

E1 日本史ファイナル<正誤・史料対策> 酒井 1/30(土) 13:00～15:30 70分×2

E2 日本史ファイナル＜今年はきっと狙われる！重要テーマ出題予想＞ 酒井 1/30(土) 15:40～18:10 70分×2

E3 世界史ファイナル<欧米編> 元木 1/28(木) 10:00～12:30 70分×2

E4 世界史ファイナル<アジア編> 元木 1/28(木) 13:00～15:30 70分×2

F1 入試小論文の完成（第１回） 小倉 1/27(水) 15:40～18:10 70分×2

F2 入試小論文の完成（第2回） 小倉 2/5(金) 15:40～18:10 70分×2
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■ 受付開始日：1月13日（水）

返金・講座変更・取消について

一旦納入された受講料は、返還致しません。支払後の講座の変更・取消も行い
ません。入試日程を十分にご確認の上、お申込ください。
但し、出願校変更等の為に受講できなくなった講座については、受講前に限り
他講座へ変更可能な場合がありますので、受付窓口にご相談ください。
十分にご検討の上、お申込されることをお勧め致します。

■ 受付時間：９：００～１７：００

受講までの流れ

講座選択の際は、来校またはお電話でご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

■ 申込締切：各講座開講の3日前まで（締切日厳守）

教材費・消費税を含みます。

各授業は、「当日テスト」＋「テスト解説」形式のため、教材の事前配付はありません。

受講料の納入は事故防止のため、出来るだけ
右記の金融機関をご利用ください。振込用紙に
つきましては、金融機関備付のものをご利用く
ださい(ATM振込可)。なお、振込の際にかかる手
数料はご負担頂くことになりますのでご了承くだ
さい。申込の際は、申込書と併せて金融機関か
ら受取る「受領証」をご提出ください。

1講座=70分× 2ｺﾏ (140分) 4,000円 5,000円

受講料

《受講料》 駿優生・講習生 校外生

申込書と併せて振込後金融機関から受け取る受領証を受付窓口にご提出
頂いた後、領収証・受講証をお渡し致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

※ 1/16(土), 1/17(日), 1/24(日), 1/31(日)は受付を行いませんので、この日を除く3日前までにお申込ください。

銀行
口座

東邦銀行郡山営業部（普）１４６９６６４
口座名義：郡山駿優予備学校
              （ｺｵﾘﾔﾏｽﾝﾕｳﾖﾋﾞｶﾞｯｺｳ)

ゆうちょ
口座

口座記号ｰ番号 １８２９０－２６２１８４５１
学校法人駿優学園
（ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝｽﾝﾕｳｶﾞｸｴﾝ)

★受講料／授業時間★



 「入試直前対策講習」〈講座紹介〉 ＊各授業はそれぞれ１回完結の別内容の授業となります。

A1
得点直結！入試英語

〔選択・正誤・空所補充・整序英作文の攻略〕
(標準編）

A2
得点直結！入試英語

〔選択・正誤・空所補充・整序英作文の攻略］
(発展編）

A3・A4
私大英語長文の完成

〈日東駒専・理系私大レベル対策〉
（第１回）（第２回）

A5・A6
私大英語長文の完成

〈GMARCHレベル対策〉
（第１回)(第２回）

A7・A8
私大英語長文の完成

〈早慶・理科大対策〉
（第１回)(第２回）

A9・A10
英作文の完成
〈和文英訳〉

（第１回）　（第２回）※添削指導付

A11・A12
英作文の完成

〈自由＆条件英作文〉
（第１回)（第２回）※添削指導付

A13・A14
国公立大二次英語長文の完成（標準編）

（第１回）(第２回)

B1
数Ａ：個数の処理・確率の完成

（標準ﾚﾍﾞﾙ）

B2
数Ⅱ：三角関数・指数対数の完成

（標準ﾚﾍﾞﾙ）

B3
数Ⅱ：微分・積分の完成

（標準ﾚﾍﾞﾙ）

B4
数Ｂ：数列の完成

（標準ﾚﾍﾞﾙ）

B5
数Ｂ：空間図形とﾍﾞｸﾄﾙ・平面図形の完成

（標準ﾚﾍﾞﾙ）

B6・B7 数Ⅲの完成（第１回）（第２回）

数
学

記号

A15・A16

　二次試験では数Ⅲの占める割合が極めて高い。これを踏まえて出題
頻度の高い入試問題を精選し『演習→解説』という形式で授業を展開し
ていく。この講座で扱う内容は「数Ⅲの完成(第一回)」⇒数列及び関数
の極限・微積分融合、「数Ⅲの完成(第二回)」⇒複素数と複素数平面及
び平面上の曲線です。

講座名

　演習形式で授業を進めて行きたいと思います。ポイントは次の通りです。
●設問・課題文の読み方・テーマのとらえ方 --- 「何が問われているか」の確
認
●どのようにして答案の方向性を示すか --- 書き出しの重要性・英文のつな
げ方--- 文章の構成
●語彙力、表現力の生かし方★扱う問題のタイプ（主なもの）
１「良い点と悪い点」、「損得」、「賛否」などを軸に論述させるもの。
２　体験・感想を述べさせる。いわゆる「エッセイ」タイプ。
３　英文、あるいは日本語で書かれた文章を要約させるもの。
４　イラストや資料をもとに英文を書かせるもの。国公立大二次試験、私立大を
視野に入れます。

　難度の高い英文を素材に、二次試験で決定的な差が出る下線部和
訳、説明問題、字数制限のある問題など、さまざまな記述問題に対する
解答作成法を学習します。

日本語を英語に直す問題が中心です。日本語の「何」を英語に直すの
か、をもう一度確認したいと思います。

教科

英
語

講座内容

　二次試験で決定的な差が出る下線部和訳、文章の説明問題、字数制
限のある問題などの述問題対策に対して、採点基準を想定した上で理
解した内容をしっかりと反映させる技術の確認と確立を図ります。

　文法・語法の知識は、「和文英訳・長文読解」にも影響するため直前期のこの
時期は一通り見直すことが必要になります。この講座では、演習を通して、「選
択問題・正誤問題・整序作文」の形式で、頻出分野だけでなく、「ミスの多い分
野」も完璧に仕上げます。一点が合否を左右する難関大学では文法の失点は
許されません。最後に総点検をして、自信をもって試験場へ向かおう。

中堅大ﾚﾍﾞﾙの頻出問題を扱う。平面ベクトル、空間ベクトルだけでなく空間図
形の問題も解いていく。毎年、ベクトルが出題される大学を受ける生徒は、必ず
参加すべし！

  「見た目は典型的な問題でも一工夫しないと解けない問題」，「漸化式を立て
て解く問題」，「２項定理を利用して解く問題」などまさに入試の合否を分ける問
題を取り上げ，的確な方針の立て方、処理の仕方を示していく。

　この講座では徹底的に基礎の確認を行います。長文問題の技術や解法は勿論、
「文法・語法・構文・単語・熟語・解釈」という英語全体の基本事項の確認となります。
直前期ということを意識し実践的な速読法・要約法・未知の単語の対処法など、すぐ
に使えるよう解説にも工夫を凝らします。何をやったらよいか迷っている人は、是非と
も受講して下さい。

国公立大二次英語長文の完成（発展編）
（第１回）(第２回)※添削指導付

　文法・語法問題の不安を一掃する講座です。頻出ものの文法事項の解説に
加え、選択問題・正誤判定問題や整序問題のポイントを分かり易くかつすぐに
試験場で活用できるよう丁寧に技術を伝授します。授業では演習を交えながら
ミスの多い分野を完璧に仕上げる。

漸化式、Σの計算、群数列、数学的帰納法などの数列に関する問題を最終
チェックします。入試で確実に得点できる様に、思考力を必要とする問題を演習
します。

接線、増減、積分計算、面積に関する問題の解き方のコツを中堅大の頻出問
題を通して総復習します。

三角関数や指数対数関数は，他の分野（図形と方程式，軌跡と領域，微分・積
分 など）との融合問題が多く，それを見抜く力が要求される。本講座では，融
合パターンの中でも特に頻出である標準レベルの入試問題を取り上げる。

前後の文脈と文法知識の両面から空所補充や下線部の意味の推測を
攻略する技術、紛らわしい選択肢に対する明確な判断方法など、難関
私大特有の問題へ徹底特化した対策を解法中心に行います。

  過去問の全訳を読んだだけでは理解できない抽象的な内容の英文を題材
に、前後の文脈と文法知識の両面から空所補充や下線部の意味の推測を攻
略する技術や、共通テスト以上に紛らわしい選択肢の多い内容一致問題の判
断方法といった私大特有の問題へ特化した対策を行います。



B8・B9
数学標準問題総合演習

〔Ⅰ・Ａ・Ⅱ・B］
（第１回）（第２回）

B10・B11
難関大数学総合演習ファイナル〔Ⅰ・Ａ～Ⅲ〕

（第１回）（第２回）

B12・B13
国公立大二次理系数学演習（標準編）

（第１回）（第２回）

B14・B15
国公立大二次理系数学演習（発展編）

（第１回）（第２回）

C1 私大現代文の完成 (標準編)

C2 私大現代文の完成 (発展編)

C3・C4
国公立大二次現代文の完成

(第１回)（第２回）

C5 私大古文の完成  (標準編)

C6 私大古文の完成 (発展編)

C7・C8
国公立大二次古文の完成

（第１回）（第２回）

C9・C10
国公立大二次漢文の完成

（第１回）（第２回）

　上位国公立大の実際の入試問題を扱い、制限時間内に『減点されないよう
な答案をまとめる力』を完成させるファイナル講座である。各自、自分の減点さ
れやすい癖を意識できるようにし、いかに満点に近い答案を書けるようにする
か、その記述・論述力を完成させる。また、漢文解答要素の『文法力』・『語彙
力』のどちらを残りの期間に充実させるべきかの指針を与え、残り少なくなった
時間を効率よく使えるようにする。最後の一伸びを実感できるよう、自分のす
べての力を集中すべく、心して受講すること。※演習形式になるので、予習は
不要。

国
語

　残り１ヶ月で確認すべきこと。
①文法力の確認　②常識力の確認　③読解の復習
以上の基本項目は各自の自主学習で充分学習できる。では、この大詰めを迎
え、講義では何をすべきか…。答えは、上記の①～③を総動員した答案のま
とめ方にある。当講座では、記述・論述の解答要素をいかにまとめるか、また
限りなく失点を抑えるために、いかなる点を意識すべきかを中心に、徹底的に
細部にこだわり指導する。国公立大の二次入試の採点は減点法で行われる。
得点を“獲る”のではなく、“失わない”答案作成術を身につけてほしい。健闘を
祈る。共に頑張ろう｡※演習形式になるので、予習は不要。
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数
学

記号 講座名 講座内容

　これまで培ってきた知識を総動員して、合格点をもぎ取るためのファイナル
講座である。実際の入試問題を制限時間内で解答し、解説を加える。古文解
答の３大要素である「文法力」・「語彙力」・「常識力」をいかに活かしていくのか
を確認しつつ、迅速正確に「省略主語・目的語」を補完する練習を反復すること
で、諸君の解答力を完成させる。特に、本講座では、「明治・立教大以上の大
学の選択肢の特徴」を把握することで、最後の一伸びを後押しする。ここまで
来たら、気持ちの問題。自分の全集中力をぶつけるつもりで、心して受講する
こと。　※演習形式になるので、予習は不要。

　入試記述試験の直前演習として、最近の入試頻出問題をテスト演習７
０分+解説授業７０分で行う。この講座を通して、「答案の記述作成力」も
含めた仕上がり具合を最終チェックする。★記述対策の「添削指導」あ
り。

　一般私大の解答の基本になる、「文語文法」「語彙力」を再確認し、これまで
学習してきたことの「抜け」を発見し、潰していくことで最後の一伸びを後押しす
る講座である。残りわずかとなった時間を、最も有効に使えるよう、各大学の
実際の入試問題を使い、よく出題される選択肢の特徴から、注目すべき点を
洗いざらいに網羅する。ここまできたら、精神力の勝負。最大限の集中力で、
心して受講すること。※演習形式になるので、予習は不要。

　難関大は型にはまった頻出問題より思考力や着想力を問う問題が比
較的多く出題される。これを踏まえて問題を精選し『演習→解答へのア
プローチ→再度演習→解説』という形式で授業を展開していく。問題は
数学全範囲から少々手強い思考力を要する重要と思われる良問を扱う
★尚、各回全て異なる問題を扱います。第一回と第二回の2回で全範囲
から重要問題を選定しているので2回セットで受講して下さい。頑張れ！

　国公立大学二次試験に向けて、最後の対策をする。予想も込めて厳
選した問題を演習する。特に積分による体積計算問題は必ず出題す
る。

私大入試に必要な様々な設問に対応する解答力を完成させます。授業構成
については、まず７０分間で２題の問題を演習し、その後７０分間で解説しま
す。正答率８０％を目標に、受講してください。

　微分、積分、ベクトル、数列、確率など入試頻出問題を扱います。どの分野
も「計算力」と「記述力」が試されます。この講座では解法のアプローチから答
案の書き方まで、確実な得点力が付くように演習していきます。

この講座では、「早大・GMARCHレベル」の問題を中心に、私大入試に必要
な様々な設問に対応する解答力を完成させます。授業構成については、まず
７０分間で２題の問題を演習し、その後７０分間で解説します。正答率８０％を
目標に、受講してください。

この講座は、２次試験に必要な記述力の完成を目指します。授業構成につい
ては、まず７０分間で２題の問題を演習し、その後７０分間で解説します。（演
習問題は、「評論文２題」とします。）記述の基本は、「『答えの柱』を組み立て
て、その柱に肉付けしていく」という、この作業に尽きます。要するに、「階層
化」していく思考を持てるかどうかです。こうした基本的な作業を安定してでき
るのか、これを目指して、演習に取り組んでほしいと思います。



※各授業は、それぞれ１回完結の別内容の授業となります。

D1 物理の完成<力学・波動>（標準ﾚﾍﾞﾙ）

D2
物理の完成<熱・電磁気>（標準ﾚﾍﾞﾙ）

※原子物理を含む

D3
国公立大二次物理ファイナル演習

（標準レベル）(第１回)

D4
国公立大二次物理ファイナル演習

（標準レベル）(第２回)

D5
国公立大二次物理ファイナル演習

（難関大対策）(第１回)

D6
国公立大二次物理ファイナル演習

（難関大対策）(第 2回)

D7
化学の完成

〈理論：気体・溶液　（標準レベル）〉

D8
化学の完成

〈無機・有機　（標準レベル）〉

D9・D10
国公立大二次化学ファイナル演習

（標準ﾚﾍﾞﾙ）（第１回）（第２回）

D11・D12
国公立大二次化学ファイナル演習

(難関大対策) (第１回) (第２回)

D13
生物の完成

〈頻出分野最終チェック〉

D14 国公立大二次理系生物ファイナル演習

生物の最頻出分野から、特に点差の開きがちな分野を最終確認します。今
年はここが狙われるというところを重点的に攻め、記述問題にも対応できるよ
うに授業を行います。

国公立大学二次試験が近づくこの時期に得点力をさらに積み上げて、合格
を確実にしましょう。考察問題、論述問題などほかの受験生を引き離すことを
目指します。
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この講座では『相対運動・単振動・波の干渉』を中心に出題します。扱う
問題は、主に「中堅私立大・国公立大」を想定したものです。

この講座では、『熱サイクル・回路・コンデンサ・電磁誘導』を中心に出題
します。 扱う問題は、主に「中堅私立大・国公立大」を想定したもので
す。

　最後の対策として、予想も込めて厳選した問題を用い、「テスト演習＋
解説」の形式で進めていく。演習問題は、主に、「中堅国公立大」の難易
度を想定したものであり，二次試験独特の長い設問形式にも慣れてもら
う。

皆さんの受験校を事前にヒアリングして，過去問分析および対策を練っていく
講座になります。この時期に無機分野で重要となるのは, 既に得た知識を設問
に対して自分がどう答えていくかになります。このアウトプットのトレーニングを
行っていくための予想問題を解説していきます。
有機分野では構造決定，高分子化合物を中心とする, 知識や計算のまとめを
行っていきます。高頻出の分野になりますので，最終チェックを怠らず，確実に
点数に結び付けましょう。

皆さんの受験校を事前にヒアリングして，過去問分析および対策を練っていく
講座になります。範囲は理論分野になりますが，特に重要な『計算』を中心に,
分析していきます。結晶, 熱, 気体, 溶液, 平衡, 電気・・・と理論分野で出題さ
れる重要な計算を, 一通りおさらいしていきます。

皆さんの受験校を事前にヒアリングして，過去問分析および対策を練っていく
講座になります。個々人の弱点を見つけ出し，それに向けて対策問題演習，
練習問題を作成し，1点でも多く獲得できる手段を構築していきます。
最後まであきらめず，無駄な労力をかけずに上手に追い込みをかけていきま
しょう。

　この講座では、『相対運動・単振動・波の干渉』を中心に出題します。
扱う問題は、主に 「旧帝大・医学部・筑波大・千葉大レベル」  を想定し
たものです。

　この講座では、『熱サイクル・回路・コンデンサ・電磁誘導』を中心に出
題します。扱う問題は、主に「旧帝大・医学部・筑波大・千葉大レベル」を
想定したものです。

皆さんの受験校を事前にヒアリングして，過去問分析および対策を練っていく
講座になります。扱う内容は，難関大学向けの講座となりますので，骨のある
問題をしっかりと読み込み，解釈を間違わずに答案に反映させるトレーニング
になります。
自分の弱点としっかりと向き合い，取り組んでもらいたいと思います。



E1 日本史ファイナル<正誤・史料対策>

E2 日本史ファイナル
<今年はきっと狙われる！重要テーマ出題予想>

E3 世界史ファイナル<欧米編>

E4 世界史ファイナル<アジア編>

小
論
文

F1・F2
入試小論文の完成
（第１回）（第２回）

多くの受験生が苦手とする正誤問題と史料問題。この講座では原始から戦後
史までの正誤問題や史料問題をテストゼミ形式で行い、問題を解く際の着眼
点などを最終確認していく。 苦手な人や強化したい人、特に大歓迎！

入試で出題されるテーマ史の素材は多岐にわたるが、この講座では今年出
題が予想されるテーマとその問題をテストゼミ形式で最終確認していく。扱う
テーマは当日までのお楽しみ！一足先に入試問題を解いてみませんか？

欧米近現代史を中心に、直前のこの時期に必ず押さえておきたいテー
マや、難関大であと10～20点アップするために必要な事項を演習を通じ
て学びます。

近現代アジア史は、盲点や弱点の事項が多い分野です。カンボジア、
インドネシア、韓国等、私大入試突破に必要なテーマを演習を通じて学
びます。

現代社会における論点を整理し、小論文の基礎から総復習すること
で、意見論述や要約に必要な実践力を養います。また小論文ファイナル
として、今年狙われそうなテーマを再確認し、知識の理解を深め、合格
レベルの答案の書き方をまとめます。
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どうしても

「行きたい大学」へ。

学校

法人 駿優予備学校郡山校
〒963-8002 福島県郡山市駅前1-12-6

TEL 024-925-4611

0120-508160

最後の追い込み！

「あと少し」を駿優で決める！！

最新情報はこちらから すんゆう 検索

URL : http://www.sunyu.ac.jp    E-mail : hot.smile@sunyu.ac.jp


