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郡山で全国レベルの授業を！
首都圏で活躍中の一流講師が多数集結・直接授業!!
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⾏ける⼤学ではなく,「⾏きたい⼤学」へ
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申込書と併せて金融機関から受取る受領証を受付窓口にご提出いただいた後
領収証・申込講座の会員証・テキストをお渡し致します。

　　　　　　　　　　　　 　　　　　↓

☆

受講までの流れ

■ 〔校外生〕受付開始日：７月９日（土）

■ 受付時間：９：００～１７：００

《受講料》
＊時間数により料金が異なります。

銀行
口座

ゆうちょ
口座

時間数の関係で受講料の異なる講座がありますので、
専用申込書をご確認の上、 お申込の際には十分ご注意
ください。

一旦納入された受講料は、返金致しません。 また、支払後の講座変更・取消はできません。学校行事
（課外授業）の為に受講不可能な講座については、受講前に限り講座変更を可能と致しますので、受付窓
口へお申し出ください。なお、講座変更や取消により、差額が生じた場合の返金は致しません。 十分にご
検討の上、お申込されることをお勧め致します。

 50分×  9ｺﾏ　 (450分)
●

〇  50分× 27ｺﾏ　 (1350分)

17,000円 18,000円

★ 68,000円 72,000円
51,000円

□

 50分× 36ｺﾏ　 (1800分)

　※7/10(日), 7/17(日), 7/18(月), 7/31(日)は受付を行いませんので,　この日を除きお申込ください。

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

受付窓口にて配付。詳細は、テキスト配付日一覧でご案内致します。■ テキスト配付：

受講料は、事故防止のため右記の金融機関へお振
込にての納入をお願い致します。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。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。ＡＴＭ
からの振込でも結構です。同様にご利用明細書をお
持ちください。※郵送による手続きも可。申込書と振
込済の「受領書」をご送付ください。折り返し領収書及
びテキストをご郵送させていただきます。

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)

返金・講座変更・取消について

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)

テキスト代・消費税を
含みます。

未入荷のテキストは、会員証に記されている配付日をご確認の上、窓口まで
受取りにお越しください。受取り時は会員証の呈示が必要になります。

駿優生 校外生

受講料

 50分× 18ｺﾏ　 (900分) 34,000円 36,000円
54,000円

★受講料／授業時間★

TEL:0120-508160



夏期講習会のススメ

１．夏期〔７～８月〕に向けた心構え

～８月までに決まる！～

　「夏を制する者は、受験を制す！」とよく言います。要は、「夏
の約１ヶ月半の期間」をどれだけ「充実して過ごせるか」で来春
の入試結果が大きく左右される「極めて大切な期間」ということ
です。過ごし方次第では、９月から追い込み期にかけて、成績
の伸びが違ってきます。当然「出願可能校」も、当初目指してい
た目標校から大きく変わってきます。受験生として「充実した時
間を過ごす」とは、学習の『質と量を確保する』ことに他なりませ
ん。その『質と量を確保する』手段として、〈夏期講習〉を大いに
活用し、悔いのない夏を過ごしてください。

２．『夏期講習の意義』とは

（１）学習の「質」の確保！
⇒各教科の講師がこの夏に必ず身に付けて欲しい内容を凝縮
して講座内容を構成しています。やみくもに自習するのと比べ
て格段に効率が違います。

（２）学習の「量」の確保！
⇒自習主体の生活では、どんなに意志の強い人でも、暑い夏
はだらけてしまう傾向があります。講習を受講することで、必然
的に自分に「学習量」を課すことができます。
つまり、夏期講習が「学習のペースメーカー」になるのです。



教科・講座記号・講座名・レベル 講座内容

英語 基　　礎 標　　準 発　　展 　この夏以降先延ばしにできない英語の基礎力を、この夏にこそ重点的
に強化！PartⅠでは４択問題や正誤判定を通して英文法・語法を、Part
Ⅱでは構文に関する問題や下線部和訳を通して英語の文構造の把握と
精読法を、PartⅢでは語句整序英作文や英訳英作文の問題を通して和
文英訳や英語の語順と構成について、それぞれ徹底確認。一人では全
範囲バランス良く復習することは不可能な基本事項を、短期集中＆最速
で確立します！

英語基礎力完成講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(Ⅰ：大澤　Ⅱ：安田　Ⅲ：中村)　　

英語 基　　礎 標　　準 発　　展 　この授業は，Ｄｅｖｉｌ安田とＬｅｅ小林がタッグを組み，Power&Technicを駆
使しつつ，中堅私大から，福大や新潟大などの標準レベルの国立大，
Marchレベルの難関私大までの長文問題を，楽しくそして激しく，徹底的
にトレーニングするためのものです。現在の実力は関係ありません。英語
の実力・偏差値Ｕｐを本気で考えているあなたの受講をお待ちしています
。

英語長文の攻略［標準］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(Ⅰ：安田　Ⅱ：小林)

英語 基　　礎 標　　準 発　　展 本講座はハイレベルな英語長文を「どう読み」「どう解くか」は無論、「分か
らない時はどうするか」「何に印をつけておくのか」など、独学では決して
気が付かないリーディングのスキルを「初学者にも理解出来るように丁寧
に解りやすく」伝授するものです。これにより赤本など、実戦演習が多くな
る後期の学習に対し万全の準備となるだけでなく、長文へのコンプレック
スが払拭でき、かつ絶対の自信を持って英語に取り組めるようになること
でしょう。

英語長文の攻略［発展］　　　　　　　　　
(Ⅰ：小林　Ⅱ：大澤)　　　　　　　　　　　

英語 基　　礎 標　　準 発　　展 　この講座では「和文英訳問題」「下線部英訳問題」の他，条件付き英文
完成問題といった「“準”自由英作文問題」および，いわゆる「自由英作文
」も視野に入れ，英語で“発信”し，読み手に理解してもらうには何が必要
かを考えたい。レベルは旧帝大から中堅国公立大，および，英作文が出
題される私立大を想定している。テキストによる例題学習の後，実際に指
定時間内で答案を書いてもらい，回収，添削を行う。

添削指導　英作文　　　　　　　
(渡辺)

英語 基　　礎 標　　準 発　　展   本講座では対策が不十分になりがちなリスニングを、その名の通り徹底
トレーニング！ ①設問ごとの傾向と対策、問題文の注目ポイント、事前の
資料分析法を詳細にレクチャー後、②本番同様のマークシートを用いた
演習を実施、③解答直後に、解法と発音上の注意点（※特に リダクショ
ン”と呼ばれる実際の発音上の音の変化）を細かくチェック＆解説してい
きます。この夏、 音源を聴き直すだけの復習”からの脱却し、全国レベル
へ！

徹底トレーニング
共通テスト リスニング

（大澤）

数学 基　　礎 標　　準 発　　展 　複素数平面の占める割合は数Ⅲの1/4程度(平面上の曲線を含めると
1/3程度)だが入試出題頻度が高いので、決して軽視出来ない必要不可
欠な分野である。それにもかかわらず、この分野を苦手とする生徒が多
いので、本講座では、「基本～標準レベルの重要問題」を多めに選定し、
解説に演習を交えながら授業を展開していく。尚、+αとして授業では扱
わないが平面上の曲線(二次曲線・媒介変数表示・極座標)の問題も解答
を付けて配布するので必ずやっておく事。頑張れ！

夏の数Ⅲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(複素数平面＋α)　　　　

(角田)

A1

講座内容紹介英語

A2

A3

A4

数学

A5

B5



教科・講座記号・講座名・レベル 講座内容

数学 共通テストレベル
　難関大を制するには頻出問題は勿論、少々手強い問題の
解法能力を養わないと合格は望めない。此を踏まえ、本講座
では「決して易しくはないが、比較的型にはまった問題+α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く。演習は数学Ⅰ
AⅡBの範囲で行うが数Ⅲを必要とする理系の諸君には今回
演習する数学ⅠAⅡBと同レベルの数Ⅲの問題を解答を付け
て配布するので必ず各自試みて欲しい。頑張れ！

難関大対策数学演習　　　　　　　　　
(ⅠAⅡB)　　　　　　　　　　　　　　

(角田)

数学 共通テストレベル
　共通テストで必須の単元（数と式、三角比、二次関数、デー
タ、確率、整数、図形）を演習形式で行います。
数学ⅠAは、文章量が多く時間との戦いになります。共通テ
スト独特の誘導を制するテクニックを身につけましょう。
授業で扱う教材には、目標の大学によってどこまで解答でき
なければならないかの目安をつけておきます。基礎をやりた
い人、応用・発展をやりたい人問わずおすすめの講座です。

共通テスト数学ⅠA
（松本）

数学 基　　礎 標　　準 発　　展 　公式が多く、とっつきにくい感じのする数学ⅡB、苦手とする
生徒も多い。
しかし、ⅡBは公式の正しい理解と代表的問題の練習で50点
以上、さらに入試頻出のやや高度な問題で公式のつながり
を体系化することで70点以上の得点が可能になる。今後、数
学ⅡBを攻略するための勉強法を演習を通じて伝授。足を引
っ張る苦手教科から得点源となる教科へ！！

共通テスト数学ⅡB
（石神）

数学 基　　礎 標　　準 発　　展 全集中！一気の積分特講！！
理系数学において積分計算は最重要単元です。なぜなら融
合問題の多くは積分が絡むからです。しかし多くの現役生は
ここでつまずきます。なぜなら練習が不足しているからです。
本講座は数学Ⅲの積分に特化して講義をします。3日間集中
して、教科書基礎から受験標準レベルまで一気にレベルアッ
プを図ります！数Ⅲ選択者は必ず受けてください。秋冬のラ
ストスパートに向けて、いざ！！

数Ⅲ　積分特訓
（山田）

　入試に頻出する文章内容について体系的に整理していき
ます。よく出題される文章内容を知識として身に付けることで
、さらに現代文の実力を高めることができます。私立大・国公
立大志望者は必須となります。
【受講対象者】　
中堅私大・GMARCH・早大・上智大志望者
国公立大志望者

国語 基　　礎 標　　準 発　　展

テーマ別現代文　　　　　　　
(高木)

国語 共通テストレベル 　共通テストで基礎力の養成から実践的な問題を使った応用
力の養成まで、共通テストに必要な事柄を３日間の授業の中
に凝縮しています。この夏に問題演習を通してステップアップ
を考えている人は、この講座で指導されたことを意識して問
題演習を行えば、高得点への近道となり、意義ある演習が出
来るでしょう。
【受講対象者】　
共通テストで得点を伸ばしたい人
基本から学びたい人、実践的な練習がしたい人

共通テスト現代文　　　　　　　　　　　　　　　　　
(高木)

講座内容紹介数学

B6

C1

C2

国語

B7

B8

B8



　思考力が試される難関大学への対策は，読解力・記述力・論述力・計算
力をバランスよく含んだ良問を数多く解いていくことと，反復による知識の
定着が重要になります。
理論・無機を中心とした分野から重要な問題-類題を取り上げ，丁寧に解
説していきます。

おもに共通テスト古文対策をメインとした講座です。国立大学志望者に
は文系理系問わず必須受講講座となります。年々難化する共通テスト古
文を3日間で完全攻略します。科目の性質上、漢文の知識素養も取り扱
います。また中堅私大対策も兼ねています。古文初学者でも充分受講可
能な講座内容です。授業内容は学校では教わらない知識・解法・技術や
市販の参考書・過去問集では独学不可のものもありますので、ぜひともご
受講ください。

旧帝大・早稲田大などを志望する受験生のための最難関大学古文対策
講座です。国立二次記述対策(希望者には詳細な記述添削を行います)
から、上位私大の求める古典常識、和歌の修辞法(おそらく学校授業では
取り扱わない内容です。ここで差がつきます)など幅広く取り扱います。上
位大学の出題傾向に即し、漢文の知識素養も取り扱います。古文初学者
やまた当該科目が苦手な方でも、やる気さえあれば充分受講可能な内容
です。奮ってご参加ください。

ハイレベル化学
(福田)

理科

理科 基　　礎 標　　準

スタンダード物理
(茂木)

ハイレベル物理
(山田)

理科 基　　礎 標　　準 発　　展

基　　礎 標　　準 発　　展

標　　準 発　　展

標　　準 発　　展

講座内容教科・講座記号・講座名・レベル

基　　礎 標　　準 発　　展

ハイレベル古文
(髙梨)

国語

国語 基　　礎

　学習した内容を基礎として、難関大学の問題を扱っていきます。
分かった内容を消化して「自分で解ける」状態までもっていきます。
単元は力学(相対メイン)、熱、波動(力学波動)、電気を扱います。

夏の古文常識
(江上)

スタンダード古文
(髙梨)

国語 基　　礎

発　　展

　夏期講習では、日頃なかなか授業で触れることのない古文常識を扱い
ます。当時の恋愛観や出家、身分や位など古文読解をするうえで重要な
背景知識となります。また、覚えたら点数に繋がる文学史も扱っていきま
す。私立文系から国公立大学の入試で古文が必要な生徒は是非受講し
てください。

　力学，熱力学，波動（力学的波動）の典型的な入試問題の解説を
行います。これらの分野の解法の基礎を，実際の入試でどのように
運用していくかを一緒に学んでいきましょう。講義で扱う問題に関
しては，予習にじっくりと時間をかけてください。

発　　展

　計算を中心とした講義を行っていきます。濃度計算，滴定実験，結晶の
計算，溶液の計算，平衡の計算・・・
多くの分野で計算が出題されますが計算は，意味や単位を考え，式を立
てることが重要です。計算そのものに時間をかけずに上手に解き進める
方法を磨いていきましょう。

基　　礎 標　　準理科

スタンダード化学
(福田)

講座内容紹介国語

C4

C3

C5

理科

D2

D1

D3

D4



共通テストレベル

　大学入学共通テストは、高校教科書の範囲内から出題されます。言い
換えれば、高校教材に記載されているあらゆる題材が出題対象です。こ
の点に関して、多くの受験生の弱点・盲点となるのが「文化史」です。ここ
十数年のセンター試験の世界史では、「文化史」も必ず出題されます。多
い時には、大体２割近い配点の年もありました。ということは、「文化史」を
軽視している限り、高得点は望めないことになります。この講座では、「18
世紀までのヨーロッパ・中国の文化史」を集中学習します。教材は、「まと
め」と「センター試験の過去問」で構成されます。授業レベルは「大学入学
共通テストレベル」を基本としますが、私大の過去問も編集する予定で
す。私大に重点を置く受験生にも効果的な講座です。

　共通テストが導入された背景には、急速な社会変化に対応できる人材
の育成の必要性に迫られたことが挙げられ、その実現のための「高大接
続改革」のひとつとしての「大学入試改革」であります。センター試験では
主に知識量が問われていましたが、共通テストになることで「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態
度」をバランス良く評価することが求められたことにより、政治経済におい
ても読解量が増え、資料やデータ、図表などを精読して意味を読み取って
考察しなければ解答にたどり着けなくなりました。つまり、単なる知識の暗
記では対応できなくなり、知識と知識を組み合わせたり、論理的に思考す
るといった経験が高得点への鍵となることから、本講座では過去問等の
演習を通じて実力向上を図る予定です。

地歴

基　　礎地歴 発　　展

夏のテーマ別世界史
〈文化史集中学習〉

（元木）

地歴

夏のテーマ別日本史
〈文化史集中学習〉

(菅野）

標　　準 　この講座では古代～近世の文化史を扱います。入試問題における文化
史の割合は３割に及び，最大のテーマ史といえるでしょう。文化史といえ
ば仏像・絵画・寺院などの暗記をイメージする受験生が多いのですが，そ
れだけでは高得点は望めません。具体的な作品名と同時にその作品の
時期・特徴まで理解していないと解けない問題がほとんどです。講義の中
で共通テストレベルから最難関大レベルまで幅広く扱い，入試問題の出
題傾向を含めて，歴史的背景・意義まで全て皆さんに伝えきるつもりで
す。通史の授業と同様に徹底的に因果関係を重視し，暗記で終わらせな
い授業を展開しますので，今までと同じような気持ちで受講してくれること
を期待しています。

教科・講座記号・講座名・レベル 講座内容

夏の共通テスト公民
〈政経〉
(小倉）

公民 共通テストレベル

夏の共通テスト地理
（根木島）

標　　準

発　　展

　近年、 医歯薬、 農獣医、 理学部、 医療看護系、 栄養系などの大学で
は、 生物受験者が増加し、 狭き門となってきましたが、 受験生物は決し
て暗記科目ではありません。 合格するためには、 内容を正確に理解し、
体系的に知識を習得 した上で科学的に考察し、 結果を記述する能力が
必要とされます。本講座では、 これらの大学の志望者を対象とし、 履修
範囲の生物基礎・生物の頻出分野を集中的に講義解説します。 本講座
を上手に利用し、 是非この夏を機に生物を得意科目に変え、 君の合格
力をパワーアッ プして下さい。演習問題はすべて最新の問題を用意しま
した。

　地理は単純な暗記科目ではありません。“系統的思考力”が問われる教
科です。過去のセンター試験も今年度から始まった共通テストにおいて
も、出題に関しては統計・図表・グラフ・地形図・インタビューなど広範囲な
資料が使われます。レギュラー授業では系統分野ごとの講義型の形式を
とってきましたが、夏期講習については演習形式を中心にします。つまり
過去問の徹底的な分析と演習です。例え教科書一冊を丸暗記したとして
も高得点が取れるか？と尋ねられたら私は“NO！”と答えます。問題演習
を量的にこなすことこそが高得点への唯一の方法だからです。夏期講習
では、系統分野別に自然環境・産業地理・社会地理の近年の過去問の演
習と分野ごとの出題特性や今後の対策についてお話しすることになるで
しょう。もう一つの系統分野の「世界地誌」は後期のレギュラー授業での
講義と冬期講習での演習を予定しています。

理科 基　　礎 標　　準 発　　展

夏の理系生物
(吉澤)

基　　礎

講座内容紹介

D5

理科 地歴・公民

E１

E２

E３

E4



☆英作文は、日本語をいかに正しく解釈するかが重要であることが分かりました。
☆問題を解くための下ごしらえ、目のつけどころが分かってとてもためになりました。
☆丁寧な解説がとても良かったです。
☆設問ごとの取り組み方も学ぶことが出来たので、今後の勉強に活かしたいです。
☆正解を導く根拠の説明が、問題を解いていく上でとても参考になりました。
☆難しく感じる問題でも、説明を聞いてかなり理解することが出来てとてもプラスになった。

☆数多くの問題に触れることが出来た。
☆各問題のポイントをおさえて、練習問題を解いていくのが効果的でした。
☆要所要所ポイントを細かくまとめて頂いたので、とても理解しやすく有意義な時間でした。
☆解法を１つだけではなく、いろいろな角度からわかりやすくアプローチしてくれるので良かった。
☆公式の意味から丁寧に教えてくださったのでとても分かりやすかったです。
☆基本から応用までしっかりと説明していたので分かりやすかった。

☆授業の内容がとても面白く、また多くの知識を身につけることが出来ました。
☆この講座を取っていなかったら、文学史の知識を自ら時間をとって勉強しなかっただろう。
☆少しずつだけどフィーリングから確信に変わるようになった。
☆ポイントをおさえた解説はとても助かりました。
☆方針が明確になり、今後に役立つ内容が多く含まれており充実した講座だった。
☆模試特有のややこしい選択肢を切っていく根拠や注意点を学習することが出来た。

☆自力では理解できないような問題でも、先生の説明のおかげで解くことが出来るようになった。
☆先生の説明や板書で曖昧だった知識が補強できました。
☆自分では取り組みにくい問題をこの機会を使って取り組めたので良かったと思う。
☆この講座を通して不正確だった知識の理解が深まりました。
☆基本を確認することが出来て、より理解度が増したと思う。
☆これまでの学習内容を確認しながら解説してくれたので理解しやすかった。

☆用語解説だけでなく、当時の背景も踏まえて説明してくださったので、とても面白かった。
☆入試に必要な知識を学ぶことが出来た。
☆近現代の歴史が現在にどう影響を及ぼしているのか説明があって充実した講座だった。
☆マーク模試レベルからの内容が確認できてとても助かりました。
☆高校の授業で習わなかった内容を聞くことが出来てとても勉強になりました。
☆解答の解説だけでなく、どのように問題を解くのかを話してくださったのでとても良かった。

　～受講者の声～
〔夏期講習会アンケートより〕
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