2021 年
月日

直前講座

09:00～12:15

1/8(金)

時間割

※開講時間に注意してください※
13:15～14:45
世界史総仕上げ①
13:15～14:45
世界史総仕上げ②
13:15～14:45
世界史総仕上げ③
13:15～14:45
世界史総仕上げ④

15:30～18:45
ATLAS 対策【PART1＆2】A
15:30～17:30
ICU 英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ対策①A
15:30～18:45
ATLAS 対策【数学/物理】A
15:30～17:30
ICU 英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ対策②A

1/9(土)

化学総仕上げ①

1/10(日)

ICU 英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ長文読解①A

1/11(月)

ATLAS 対策【生物/化学/地学】A

月日

09:00～12:15

13:15～16:30

17:30～20:45

1/12(火)

数学 IAIIB プチテスト①

ICU 英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ長文読解②A

ICU 英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ空所補充①A

1/13(水)

物理総仕上げ①

ICU 英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ空所補充②A

ICU 人文科学対策 A

1/14(木)

10:00～12:00
ICU 英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ対策③A

ICU 社会科学対策 A

1/15(金)
1/16(土)
1/17(日)

共通テスト（休校）
休

1/18 (月)

校

月日

09:00～12:15

13:15～16:30

17:30～20:45

1/19(火)

早慶上智大英語総仕上げ①

上智大国語総仕上げ

高２数学

1/20(水)

化学総仕上げ②

慶応 SFC 英語総仕上げ①

1/21(木)

数学 IAIIB プチテスト②

ICU 社会科学対策 B

高２英語

1/22(金)

早大古文の総仕上げ

早大・上智大漢文の総仕上げ

数学 III プチテスト①

1/23(土)

早慶上智大英語総仕上げ②

慶大小論文総仕上げ

1/24(日)

慶応 SFC 英語総仕上げ②

慶応 SFC 小論文総仕上げ①

高２ＩＣＵ

1/25(月)

早大現代文の総仕上げ

早慶上智大英語総仕上げ③

物理総仕上げ②

1/26(火)

ICU 英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ長文読解①B

ICU 英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ空所補充①B

高２数学

1/27(水)

ATLAS 対策【生物/化学/地学】B

ICU 人文科学対策 B

数学 III プチテスト②

1/28(木)

数学 IAIIB プチテスト③

ATLAS 対策【数学/物理】B

高２英語

1/29(金)

ICU 英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ長文読解②B

ICU 英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ空所補充②B

物理総仕上げ③

1/30(土)

化学総仕上げ③

ATLAS 対策【PART1＆2】B

1/31(日)
2/1(月)
2/2(火)
2/3(水)

10:00～12:00
ICU 英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ対策①B
10:00～12:00
ICU 英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ対策②B
10:00～12:00
ICU 英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ対策③B

ICU 入試直前英語読解特訓①

数学 III プチテスト③
高２ＩＣＵ

ICU 入試直前英語読解特訓②
ICU 入試直前英語読解特訓③

高２数学

慶応 SFC 小論文総仕上げ②

2/4(木)

高２英語

2/5(金)
2/6(土)
2/7(日)

ICU 入試（教室の開錠は午後３時）
休 校

※直前講座期間中は午前 8:30 より入室できます（8:30 以前にはビルに入れませんのでご注意ください）。
※空き教室がある場合は自習室として開放します。利用可否については事務局に確認してください。
※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、対面授業を中止し、オンデマンドでの講義視聴に変更する場合があります。

2021

直前講座

開講講座紹介
マークのある講座はオンデマンド受講もできます。

直前講座は“入試での得点アップ”を目的とした，入試前の最終調整講座です。
テキストはすべて当日配布※で，問題演習→解説の形式で講義します。
予習の必要がないため，入試前の貴重な勉強時間を予習に奪われることもない上に，
演習の過程で“答案作成力”を養うこともできます。
いずれの講座も１回ごとに完結しますので，連続講座でも部分的に受講することが可能です。
不得意分野の克服，得意分野のさらなる向上など，個々の目的に合わせて有効活用してください。
※「SFC 小論文」のみ，テキストを事前配布します。
受験生対象

英語(直前講座)
早・慶・上智レベル英語の総仕上げ（全３講）

小野木

実戦演習形式で「正確に・速く考える」“キレる頭”をつくります。
問題の分量の多い難関大の英語の攻略には，時間内に的確に処理をする「技術」が要求されます。そのためにまず必要
なのは“頭の回転を速くすること”“理解するスピードをあげること”です。共通テストレベルの易しい英文なら“速
読”や“飛ばし読み”で対応することもできますが，早慶上智レベルの英文を“飛ばし読み”で理解し正答するのはな
かなか困難です。そして実は，思考速度を速くすれば，速読や飛ばし読みをしなくても，時間内で十分に解答可能です。
文法語法問題も，素早くポイントがつかめれば解答時間は短くてすむはずです。この講座では，早慶上智レベルの“骨
のある英語”に取り組み，テキパキと頭を働かせてもらいます。入試直前期には暗記を中心とした学習に走りがちです
が，難関大合格に必要なのはやはり“考える力”です。大事な直前期だからこそ“頭を鍛える”時間を増やしてくださ
い。

第１講

1/19（火）

9:00-12:15

第３講

1/25（月）

13:15-16:30

第２講

1/23（土） 9:00-12:15

慶應ＳＦＣ英語の総仕上げ（全２講）

小野木

抜群の合格率。ＳＦＣよりＳＦＣらしい日曜講座のオリジナル問題で入試に備えます。
ＳＦＣの英語で高得点を得るには，確実な読解力，充分な語彙力，それにアカデミックなテーマの理解が前提となりま
す。とくに最近は，生物論や経済論に関わる高度な内容の論文までもが出題され，難度を増しています。この講座では，
実際の入試問題と同レベルの日曜講座オリジナル問題を用い，英語の解説はもちろんのこと，英文を理解するのに必要
不可欠となる背景知識の解説も行います。東大・東京外国語大・国際教養大・ＩＣＵなど，アカデミックなテーマが出
題される大学を受験する人にもおすすめです。

第１講

1/20（水）

13:15-16:30

第２講

1/24（月） 9:00-12:15

受験生対象

国語・小論文(直前講座)
上智大国語［現・古］の総仕上げ（全１講）

伊藤

難問・奇問の多い上智の国語だからこそ，対策法があるのです。
出題される文章自体が難解な上に，複雑な選択肢の現代文。受験生にはあまりなじみのない文章が出題される古文。
そのうえ短い解答時間。上智の国語は「三重苦」ですが，考えるプロセスが正しければ合格点は獲得できます。この
講座では，持てる知識を総動員し，正解の選択肢を見抜く方法を指南します。
この講座を受講すると，1/22 の直前講座「早大・上智大の漢文総仕上げ」の受講料が免除になります。

開講日時

1/19（火）

13:15-16:30
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早大古文の総仕上げ（全１講）

伊藤

早稲田を突破するための「知識の使い方」を学ぶ。
早稲田合格への“鍵”となるのは，なんといっても国語。英語や社会が得意な人でも，国語で得点できないと合格で
きないところが，“私学の雄”早稲田たる所以です。語彙・文法・常識・文学史に関するすべての知識を総動員し，
読解する。しかも，短い時間で思考する。――これが「早稲田」突破の勝負です。この講座では，良質の問題演習を
通じ，正解を導く考え方の最終確認を行い，入試までに克服すべき課題を明らかにします。
※この講座を受講すると，1/22 の直前講座「早大・上智大の漢文総仕上げ」の受講料が免除になります。

開講日時

1/22（金）

9:00-12:15

早大現代文の総仕上げ（全１講）

伊藤

最難関の早稲田の国語に必要なすべてを講義。直前期の“暗記ボケ”を防ぐのにも効果あり。
早稲田合格への“鍵”となるのは，なんといっても国語。問題文のレベル，設問の質とともに最難関といえる早稲田
の国語で最後にモノをいうのは，やはり読解力・思考力です。この講座では，良質の問題演習を通じ，正解を導く考
え方の最終確認を行い，入試までに克服すべき課題を明らかにします。暗記ものの学習ばかりに陥りがちな直前期だ
からこそ，しっかり頭を使ってもらいます。また早稲田の“悪問”への対処法も伝授します。ＩＣＵ入試前の思考ト
レーニングにも適しています。
※この講座を受講すると，1/22 の直前講座「早大・上智大の漢文総仕上げ」の受講料が免除になります。

開講日時

1/25（月）

9:00-12:15

早大・上智大漢文の総仕上げ（全１講）

伊藤

満点獲得も夢ではない！ 苦手な人こそ，最後の「ツメ」をしっかりと。
「漢文なんて，ちょっとぐらいできなくても…」という安易な考えは，早稲田＆上智では禁物!!そして実は，難易度
の高い早稲田・上智の国語の中でも，基本事項をしっかりおさえておけば正解できるのが漢文です。この講座では，
問題演習を通じ，満点獲得を目指した知識と読解スキルの最終チェックを行います。
※直前講座「早大現代文」「早大古文」および「上智大国語の総仕上げ」受講生は受講料が免除になります。

開講日時

1/22（金）

13:15-16:30

慶應小論文の総仕上げ（全１講）

浜田

入試前の最終調整はこの講座で。
慶應義塾大学合格への最終関門となるのが小論文です。この講座では，どのように書けば慶應義塾への道が開かれる
のかを最終確認します。また入試当日「何を書いていいかわからない」という出題にぶつかってしまったときに，試
験時間の中でいかに対処するかも指南します。今まで対策をしていない人はもちろん，小論に自信のある人にとって
も最後の練習となりますから，この講座を最大限に利用して合格を勝ち取ってください。これまで小論文の対策をし
たことのない受験者にも有効です。ＳＦＣを受験する人にもおすすめです。
※前半 90 分で答案を作成し，後半 90 分で講師が解説します。答案は講師が個別に添削・指導します。

開講日時

1/23（土）

13:15-16:30

慶應ＳＦＣ小論文の総仕上げ（全２講）

浜田

毎年，抜群の合格率。自信を持ってＳＦＣを受験できるようになります。
表現力のみならず分析力や発想力も要求されるＳＦＣの小論文は，大学入試の中でも最もハイレベルな問題のひとつだ
といえます。しかし，この時期からでも十分対策できるのです！ 毎年恒例のこの講座を受講すれば，あなたも自信を持
って試験に臨めることうけあいです。「英語は自信があるのに…」と弱気になっている人も，「小論で差をつける
ぞ！」とヤル気の人も，2/25 の合格発表日には「受講してよかった！」と思えるオススメ講座です。これまで小論文の
対策をしたことがない人は，「慶應小論文の総仕上げ」も併せて受講するとさらに有効です。
※小論文の課題は，事前に配布します。答案を作成して授業に参加してください。
※答案は講師が個別に添削・指導します。

第１講

総合政策学部対策 1/24（日） 13:15-16:30

第２講

環境情報学部対策 2/3（水）

13:15-16:30
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受験生対象

数学(直前講座)
数学 IAIIB のポイント整理プチテスト（全３講）

服部

裏技，正攻法織り交ぜて，入試数学のポイントを総チェック！
ぜひこれだけは，知っておきたい，覚えておきたい，確認しておきたい，使えるようにしておきたい…。文理共通で
ある数学 IA IIB の最重要事項の総整理を，みなさんの頭にしっかり残る小テストの形式で行います。最後の最後まで
あきらめず，少しでも前進しようと頑張る人，来たれ！

第１講

代数・解析編（方程式，不等式，微積分） 1/12（火） 9:00-12:15

第２講

離散数学編（整数，数列，確率）

1/21（木） 9:00-12:15

第３講

図形編（座標，ベクトル，平面幾何）

1/28（木） 9:00-12:15

数学 III のポイント整理プチテスト（全３講）

服部

鍛えてきた実力に最後の研きをかけ，理系としての高いプライドを持って入試に臨もう！
「回転体の体積についての“うんちく”を，いくつ並べられますか？」「サイクロイド，インボリュートなどの有名
曲線を表す式をすばやく作れますか？」 この講座で，知識不足，計算の稚拙さを排除し，これまで培ってきた実力
をさらにブラッシュアップしましょう。授業はできるだけたくさんの事項に触れられるよう，小テスト形式で行いま
すから，集中して臨めば効果絶大。最後の最後まで頑張りましょう。

第１講

数式編（微分の応用，定積分関数）

1/22（金） 17:30-20:45

第２講

図形応用編（面積，体積，弧長）

1/27（水） 17:30-20:45

第３講

座標平面編（複素数平面，二次曲線，極座標） 1/31（日） 9:00-12:15

受験生対象

理科(直前講座)
受験物理の総仕上げ（全３講）

服部

本番で「えーっと。これ，どうするんだっけ？」が無いよう十分な準備を整えよう！
難関大入試における重要かつ頻出なポイントを最終チェック。頭によく入る小テスト形式で，物理基礎および物理の
全分野を網羅し，万全の態勢を整えます。

第１講

1/13（水） 9:00-12:15

第３講

1/29（金） 17:30-20:45

第２講

1/25（月） 17:30-20:45

受験化学の総仕上げ（全３講）

小野木

本番で「えーっと。これ，どうするんだっけ？」が無いよう十分な準備を整えよう！
難関大入試における重要かつ頻出なポイントを最終チェック。頭によく入る小テスト形式で，化学全分野を網羅し，
万全の態勢を整えます。

第１講

1/9（土）

9:00-12:15

第３講

1/30（土） 9:00-12:15

第２講
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1/20（水） 9:00-12:15

受験生対象

世界史(直前講座)
受験世界史の総仕上げ（全４講）

鈴木

共通テスト形式の問題演習で入試前の総整理ができます。

※問題は事前配布します。

４日間連続でマークセンス方式の問題演習を通じて，各回とも全範囲の総整理を行います。講義では頻出事項の解
説・確認をしますので，優先的に覚えておくべき事項が整理でき，この時期からでも得点源を作ることができます。
※問題は事前配布します。開講時間に注意してください。

第１講

1/8（金） 13:15-14:45

第１講

1/9（土） 13:15-14:45

第３講

1/10（日）13:15-14:45

第４講

1/11（月）13:15-14:45

受験生対象

ICU 受験対策講座(直前講座) ※オンデマンド受講あり
ICU 生になりたいのなら，迷わず受講すべし！ 入試の直前まで，徹底して ICU 入試の対策を行います。最後の最後ま
で諦めずに粘り強く学習を続けることが，ICU が学生に求める「学問に対する真摯な姿勢」に通じるのです。

人文科学対策（全１講）

浜田

「人文社会科学」と「ATLAS（PART2）」に共通する，人文科学分野で得点するノウハウを伝授。
ＩＣＵ入試の真髄ともいえるのが人文科学分野です。問題演習形式で“ひっかけ選択肢”も見抜ける正確な読解法を
身につけるとともに，知識問題も整理し入試に備えます。あわせて入試日までの学習法もアドバイスします。
※実際の入試は「人文社会科学」という試験ですが，日曜講座では「人文科学」と「社会科学」を別々に扱い，より広
範囲について深く学んで準備します。
※ＡとＢの講義内容は同一です。どちらかご都合のよい方をお選びください。

開講日時

Ａ：1/13（水）

17:30-20:45

Ｂ：1/27（水） 13:15-16:30

社会科学対策（全１講）

五野井

正確な読解と豊富な知識があれば，「人文社会科学」と「ATLAS（PART3）」に共通する社会科学分野は恐くない。
社会科学の論文（出題文）を読み解くために必要な知識を，問題演習形式で整理します。この時期から入試までに何
を勉強しておけばよいかが明確になる，本当の意味での直前対策講座です。
※実際の入試は「人文社会科学」という試験ですが，日曜講座では「人文科学」と「社会科学」を別々に扱い，より広
範囲について深く学んで準備します。
※ＡとＢの講義内容は同一です。どちらかご都合のよい方をお選びください。

開講日時

Ａ：1/14（木）

13:15-16:30

Ｂ：1/21（木） 13:15-16:30

英語リーディング PART I（長文）対策（全２講）

小野木

やはり英語は ICU の要。合格ボーダーラインを突破するための最終講義。
ＩＣＵの英語リーディング（PART I）では多岐にわたったテーマが出題され，一見すると難しいようにも思われます
が，その論理構成は明確なものが多く，きちんと読むことができれば全問正解も夢ではありません。この講座では２
回にわたり，リーディングのポイント・論旨の流れやとらえ方を解説し，高得点をマークする秘訣を伝授します。入
試前の力試しとしても有効です。

第１講

Ａ：1/10（日）

9:00-12:15

Ｂ：1/26（火） 9:00-12:15

第２講

Ａ：1/12（火）

13:15-16:30

Ｂ：1/29（金）
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9:00-12:15

英語リーディング PART II（空所補充）対策（全２講）小野木
20 個の空所補充が合否を分ける…，そう言っても過言ではない。自信を持って試験に臨むための最終講義。
ＩＣＵの英語リーディングの中でも PART II は苦手だという人が多いようです。しかし，文章の論理的な流れを大ま
かに把握しつつ，挿入すべき品詞を決定すること，それから，文法・語法・語彙の知識を駆使すること，要はあせら
ずに段階的に取り組むことで，満点が取れる設問形式でもあるのです。この講座では頻出の文法・語法・語彙を中心
にした最終講義で，苦手意識を払拭します。入試前の力試しとしても有効です。

第１講

Ａ：1/12（火）

17:30-20:45

Ｂ：1/26（火） 13:15-16:30

第２講

Ａ：1/13（水）

13:15-16:30

Ｂ：1/29（金） 13:15-16:30

英語リスニング対策（全３講）

Jurate

ただのリスニング対策ではありません。ICU のリスニングで“点を取る”ための秘訣を教えます。
ただ漠然と英語を聴いていたのでは，解答時間の短いＩＣＵのリスニングで得点することはできません。過去問を徹
底分析したネイティブ講師が，問題演習形式で頻出ポイントを講義します。今までリスニングの対策をしていなくて
も，この講座で出題傾向やヒッカケを「理解」しておけば，選択肢に迷った時の助けとなりますよ！
※ＡとＢの講義内容は同一です。どちらかご都合のよい方をお選びください。
いずれも２時間授業です。開講時間に注意してください。

第１講

Ａ：1/9（土） 15:30-17:30

Ｂ：1/31（日） 10:00-12:00

第２講

Ａ：1/11（月） 15:30-17:30

Ｂ：2/1（月） 10:00-12:00

第３講

Ａ：1/14（木） 10:00-12:00

Ｂ：2/2（火） 10:00-12:00

ＩＣＵ入試直前英語リーディング特訓（全３講）

小野木

２/６のＩＣＵ入試に備える，力試し＆最終調整の講座です。
入試の数日前はソワソワして落ち着かないものですが，直前の数日をどのように過ごすかは本当に大切。「もう時間が
ないから」といって勉強時間の大半を“暗記もの”に費やしたり，むやみに過去問を解きまくったりすることは，ＩＣ
Ｕ入試に一番必要な「思考力・分析力・critical thinking」を低下させることにもつながりかねません。この講座で
は入試直前だからこそ，皆さんに「頭をフル回転させて」考えてもらいます。家にこもっていないで active&positive
にＩＣＵを目指しましょう!

第１講

1/31（日） 13:15-16:30

第３講

2/2（火）

第２講

2/1（月） 13:15-16:30

13:15-16:30

総合教養ＡＴＬＡＳ対策（全３講）

日曜講座講師陣

直前の学習が最大の効果を発揮！“対策法がない”なんてこと、ありません。
総合教養 ATLAS の対策講座です。講義は以下３分野に分けて行います。苦手分野を克服するもよし，得意分野を伸
ばすのもよし！ ※Ａ，Ｂの講義内容は同一です。いずれかご都合のよい日をお選びください。

PartＩ＆PartⅡ対策
※総合教養 ATLAS の PARTⅠ(講義)と PARTⅡ（人文科学）の対策です。
開講時間に注意してください。

開講日時

Ａ：1/8（金） 15:30-18:45

Ｂ：1/30（土） 13:15-16:30

PartＩⅣ対策①【数学・物理】
※総合教養 ATLAS の PARTⅣ（自然科学）のうちの，【数学・物理分野】の対策です。
開講時間に注意してください。

開講日時

Ａ：1/10（日） 15:30-18:45

Ｂ：1/28（木） 13:15-16:30

PartＩⅣ対策②【生物・化学・地学】
※総合教養 ATLAS の PARTⅣ（自然科学）のうちの，【生物・化学・地学分野】の対策です。

開講日時

Ａ：1/11（月） 9:00-12:15

Ｂ：1/27（水） 9:00-12:15
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受験生対象

オンデマンド・共通テスト対策パッケージ
日曜講座が自信をもってお届けする、「共通テスト」高得点獲得のための“トレーニングパック”です。
各自、高得点獲得に有効な実践問題に解答し、動画で解説を聞くスタイルです。
お家に籠って対策できるので、試験前の貴重な時間が有効活用できます。
MARCH などの私大入試の対策にも役立ちます。

共通テスト対策 国語

担当：伊藤博和先生

（旺文社『全国大学入試問題正解』の解答解説執筆者、予備校講師歴 30 年超のベテラン！）
■現代文（評論・小説）得点ＵＰ作戦
「現代文で得点できるかどうかは“フィーリング”」だと思っている人もいるかもしれませんが、入試問題は「誰が解答しても正解
は必ず一つ」になるように作られています。ではどうして間違えてしまうのか？それは、問題作成者が設定した「正解への道しる
べ」が見えていないからです。この講座では評論と小説それぞれについて、確実に正解を導くために欠かせない“目の付け所”を見
抜くトレーニングします。昨年度は配点８点の設問が７問、10 点の問題が１問もあった現代文。やはり１問の「失敗」が大きく響き
ます。現代文で「失敗」しないよう、しっかり準備を！

■古文単語（単語の意味で解く問題の集中対策）
■古文文法（文法で解く問題の集中対策）
古文の解釈問題（＝現代語訳）は，①助動詞の意味や敬語など古典文法に関係した問題，②古文単語の意味に関係した問題，の２種
類に分類できます。この講座では，入試頻出の文章の一部分を取り出し，一問一答形式で即答できるよう訓練します。文法編，単語
編を合わせると，合計で 70～80 題のポイント整理ができますから，テキストを繰り返せば自信が持てます。私大一般入試対策とし
ても，かなり効果的です。

■漢文得点ＵＰ作戦
漢文は，一問当たりの配点が高く（昨年度は７問中３問が８点，２問が９点！），ここでの得点が合否を分けるといっても過言では
ありません。しかし実はこの設問こそ，教訓や「落ち」を含む漢文の特性に注意して選択肢を吟味すれば，確実に得点できる“オイ
シイ問題”なのです。この講座では，よく問われる重要事項もあわせて確認し，とにかく一問でも多く正解できるよう対策します。
この時期だからこそ，効率良く対策して点数を稼いでください。今まで漢文の学習があまりできていない人こそ，参加して得点力を
上げ，入試を有利に進めましょう。

●共通テストおよび私大の短文問題対策

英語

担当：小野木先生

■会話問題の集中対策
苦手意識があるのに，ほとんど勉強しないで入試に臨み，“カン”で解答している人が多いのが発音・アクセントの問題ではない
でしょうか。実は入試で出題される“単語セット”はほぼ決まっており，入試直前の学習でも十分に間に合います。出題校が増え
る傾向にありますので，この講座で問題演習を通じて発音・アクセントの“あっと驚く法則”を学んで，確実に得点できるように
しましょう！試験直前の学習でも効果がある分野，かつ，一人で勉強するのは退屈な分野。センター試験目前で気持ちも落ち着か
ない時期ですから，効率よく授業で済ませてしまうのがおススメ。ぜひ得点源にしてセンター試験で高得点を狙ってください。発
音・アクセントの正しい法則を学べばリスニングの得点アップにも繋がりますから，リスニングが苦手な人にも適しています。

【私大出題校】慶應（経・理工）／上智（神・総人・経・外）など。

■読解の鍵を握る前置詞の集中対策

※ICU 英語リーディング PART2 にも有効！

前置詞の使い方を一つ間違えると，文法問題はもちろんのこと，読解でも痛い目に合います。この講座では，意味・用法を取り違
えやすい前置詞（by と until，for と during など）や，語法問題・空所補充問題でも頻出の，前置詞を含む熟語（動詞＋前置詞
など）について，問題演習をしながら整理していきます。ＩＣＵのリーディング（PART2）対策としてもおススメです。
【私大出題校】早稲田／慶應／上智／ＩＣＵ／明治／青学／立教／中央／法政／学習院など。

■同義語・類義語選択問題の集中対策
最近，短文・長文ともに出題が増えている同意語・類義語選択問題ですが，選択肢の中に知らない単語や意味がわからない熟語が
あると悩んでしまう，あるいは思考停止してしまい，“カン”で答える人も多いでしょう。一見対策法がないように思えますが，
出題された問題を分析していくと，実際はそれほど多くのパターンがあるわけではないことがわかります。この講座で頻出の問題
を解きながら，入試で上手に頭が働くよう知識の整理を済ませましょう。
【私大出題校】早稲田（社学・商・文・教・理工）／慶應（法・商・理・薬）／上智／ICU／明治（政経・商・文・国際・理）／青学（法・経・国際・総
文・社情）／立教（全学部・法・経・社・文・異文化・観・福祉・映像）／中央（経・総政・文）／法政（T 日程・経・社・文・人環・GIS・スポ健）など。
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■整序英作文の集中対策
設定された「制約」の中で作文しなければならない整序英作文は，英語をきちんと勉強してきたかどうかが試される問題です。
「ポイント」が見抜けないと正解を導けないという点では，自由英作文よりも得点しにくい面があるとも言えます。この講座では
入試問題を解きながら，出題頻度の高い表現や決まり文句・熟語・構文を整理し，入試で「あ、アレを使えばいいんだな！」と考
えられるよう，「ポイントを見抜く目」を養います。集中してたくさんの問題を解くことで，苦手な人もコツがつかめるはずです。
【私大出題校】早稲田（理工・教)／慶應（法・理工）／上智（文・法・総人・総グ）／明治（全学部）／青学（文）／中央（経）／法政（T 日程・文・
経営・人環・）／津田塾など。

■空所補充問題の集中対策

※ICU 英語リーディング PART2 にも有効！

ほとんどの大学で出題される空所補充問題は，英文法の法則や語法・慣用表現に気づけば正解できるものから，文章の論理展開を
読み取る力がないと苦労するものまで，そのレベルも内容もさまざまです。この講座では実際の入試問題を解きながら，どこに目
をつける必要があるのか，どのように選択肢を絞り込むのか，を学びます。ＩＣＵのリーディング（PART2）が苦手な人にも，
おススメです。
【私大出題校】早稲田（社学・商・文・文構・教・理工）／慶應（法・経・商・ＳＦＣ・理・医・看護）／上智／ＩＣＵ／明治（政経・商・文・国際・理工）
／青学（全学部・法・経・文・教・国際・総文）／立教（法・経・社・文・異文化・観・福祉・映像／中央（統一・法・経・文・総政）／法政（T・法・経
済・経営・社・文・人環・GIS・スポ健）／学習院（文・法・経）／津田塾など。

■正誤問題の集中対策
数ある文法問題の中で，受験生が最も苦手とするのが正誤問題です。しかし，「問題作成者の視点」がつかめるようになれば，自
信を持って正解できるようになります。この講座では，データに基づいた頻出項目の徹底チェックを通じ，一気に「弱点」を「得
点源」にすることを目指します。特に，正誤問題が必ず出題される上智や早稲田を目指す人は，合格への「最後の切り札」となる
よう，この講座を活用してください。なおＩＣＵでは正誤問題は出題されませんが，空所補充問題の選択肢を見抜く目を養うのに
効果があります。
【私大出題校】早稲田（法・社学）／上智（文・法・総人・経・外・理工）／立教（異文化・経・法）／中央（法）／学習院（法・経・文・理）など。

受験生対象

オンデマンド・冬期講座
今からでも間に合います！すでに終了した冬期講座の講義がオンデマンドで学べます。
■ＩＣＵ受験対策講座
ＩＣＵに必要なすべての科目が対策できる、２時間×１０コマの講座です。ＡＴＬＡＳ対策④／英語リスニング①／英語リーデ
ィング②／人文科学①／社会科学②で構成されています。（自然科学は含まれていません）

■ＩＣＵ必勝英語リスニング対策
設問数が多い英語で１問でも多く得点することが，ＩＣＵ合格の第一歩です。特徴ある入試だからこそ，この時期でも対策は充
分可能！この講座ではＩＣＵで必ず問われる言い回しや表現などを含め，設問形式別に総整理をします。ネイディブ講師による
５日間の特訓で，リスニング力のみならず，出題意図をすばやくつかむ力も鍛えられます。“ひっかけ”の選択肢に迷わされず
正解を見抜く力をつけて，安心して入試に臨みましょう。90 分×５コマの講座です。

■ＩＣＵ必勝英語リーディング

PART1（長文）対策

設問数が多い英語で１問でも多く得点することが，ＩＣＵ合格の第一歩です。特徴ある入試だからこそ，この時期でも対策は充
分可能！この講座では，長文を深く読み込む力をつけると同時に，出題者の意図を踏まえた正解選択のポイントをきっちりと捉
えられるようにします。他大学の入試問題は正解できるけれど，ＩＣＵの選択肢にはひっかかってしまう，という人には特にオ
ススメです。90 分×５コマの講座です。

■ＩＣＵ必勝英語リーディング

PART2（空所補充）対策

設問数が多い英語で１問でも多く得点することが，ＩＣＵ合格の第一歩です。特徴ある入試だからこそ，この時期でも対策は充
分可能！この講座では多くの受験生が苦手とする“PART2”に的を絞り対策します。単語・熟語，文法・語法など，ＩＣＵで
これまでに問われた事項の総整理をすると同時に，英文のコンテクストから正答を導く思考法や方法論を身につけます。90 分
×５コマの講座です。
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日曜講座 2021 直前講座 講座登録用紙
ふりがな

生年月日

氏名
住所

年

月

日生

〒

TEL

FAX

E-mail
（卒業）
高校名

学年

年在学中／

年卒

大学名
↓受講する講座に〇印を記入してください。

コード

形式

講座名

対面／オンデマンドを選択

受講料
（税込）

■共通テスト対策（国語）
62411

現代文（評論・小説）得点ＵＰ作戦

\5,500

62321

古文単語（単語の意味で解く問題の集中対策）

62311

古典文法（文法で解く問題の集中対策）

62511

漢文得点ＵＰ作戦

\5,500

60010

共通テスト対策国語セット(￥4000 割引）

\18,000

\5,500
オンデマンドのみ

\5,500

■共通テスト対策（英語）
61111

会話問題の集中対策

\5,500

61121

読解の鍵を握る前置詞の集中対策

\5,500

61131

同義語・類義語選択問題の集中対策

\5,500

61141

整序英作文の集中対策

61151

空所補充問題の集中対策

\5,500

61161

正誤問題の集中対策

\5,500

60020

共通テスト対策英語セット(￥6000 割引)

\27,000

65211

受験世界史の総仕上げ① 1/8

13:15～14:45

\5,500

65221

受験世界史の総仕上げ② 1/9

13:15～14:45

65231

受験世界史の総仕上げ③ 1/10

13:15～14:45

65241

受験世界史の総仕上げ④ 1/11

13:15～14:45

61211

早・慶・上智レベル英語の総仕上げ①

1/19

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

61221

早・慶・上智レベル英語の総仕上げ②

1/23

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500

61231

早・慶・上智レベル英語の総仕上げ③

1/25

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500

61311

慶應ＳＦＣ英語の総仕上げ①

1/20

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500

61321

慶應ＳＦＣ英語の総仕上げ②

1/24

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500

63211

数学 IAIIB プチテスト①［代数・解析編］ 1/12

\5,500

63221

数学 IAIIB プチテスト②［離散数学編］

1/21

\5,500

63231

数学 IAIIB プチテスト③［図形編］

1/28

63111

数学 III プチテスト①［数式編］

63121

数学 III プチテスト②［図形応用編］ 1/27

\5,500

63131

数学 III プチテスト③［座標平面編］ 1/31

\5,500

62641

慶應小論文の総仕上げ

\5,500

62611

慶應ＳＦＣ小論文の総仕上げ①[総合政策]

1/24

62621

慶應ＳＦＣ小論文の総仕上げ②[環境情報]

2/3

オンデマンドのみ

\5,500

■世界史

対面のみ

\5,500
\5,500
\5,500

■英語
\5,500

■数学

1/22

対面のみ

\5,500
\5,500

■小論文
1/23

-9-

対面のみ

\5,500
\5,500

コード

形式

講座名

対面／オンデマンドを選択

受講料
（税込）

■国語
62111

上智大国語［現・古］の総仕上げ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500

62331

早大古文の総仕上げ

1/22

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500

62121

早大現代文の総仕上げ

1/25

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500

62521

早大・上智大漢文の総仕上げ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500

64311

受験物理の総仕上げ①

1/13

64321

受験物理の総仕上げ②

1/25

64331

受験物理の総仕上げ③

1/29

64411

受験化学の総仕上げ①

1/9

64421

受験化学の総仕上げ②

1/20

64431

受験化学の総仕上げ③

1/30

66511

人文科学対策 Ａ 1/13

15:00～18:15

66512

人文科学対策 Ｂ 1/27

66521

社会科学対策 Ａ 1/14

66531

社会科学対策 Ｂ 1/21

66111

英語リーディング PART１(長文)対策① Ａ

1/10

66112

英語リーディング PART１(長文)対策① Ｂ

1/26

66121

英語リーディング PART１(長文)対策② Ａ

1/12

66122

英語リーディング PART１(長文)対策② Ｂ

1/29

66131

英語リーディング PART２（空所補充）対策① Ａ

1/12

66132

英語リーディング PART２（空所補充）対策① Ｂ

1/26

66141

英語リーディング PART２（空所補充）対策② Ａ

1/13

66142

英語リーディング PART２（空所補充）対策② Ｂ

1/29

66151

英語リスニング対策① Ａ

1/9

66152

英語リスニング対策① Ｂ

1/31 10:00～12:00

66161

英語リスニング対策② Ａ

1/11

15:30～17:30

66162

英語リスニング対策② Ｂ

2/1

10:00～12:00

66171

英語リスニング対策③ Ａ

1/14

10:00～12:00

66172

英語リスニング対策③ Ｂ

2/2

10:00～12:00

66181

ＩＣＵ入試直前英語リーディング特訓①

1/31

66182

ＩＣＵ入試直前英語リーディング特訓②

2/1

66183

ＩＣＵ入試直前英語リーディング特訓③

2/2

66211

ATLAS・PART1＋PART2 対策 Ａ

1/8

66212

ATLAS・PART1＋PART2 対策 Ｂ

1/30

66311

ATLAS・PART4（数・物）対策 Ａ

1/10

66312

ATLAS・PART4（数・物）対策 Ｂ

1/28

66411

ATLAS・PART4（生・化・地）対策 Ａ

1/11

66412

ATLAS・PART4（生・化・地）対策 Ｂ

1/27

1/19

1/22

■物理
\5,500
対面のみ

\5,500
\5,500

■化学
\5,500
対面のみ

\5,500
\5,500

■ＩＣＵ対策

15:30～17:30

15:30～18:45
15:30～18:45

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500

□対面のみ

\5,500
\5,500

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

□対面

□ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500
\5,500

■ＩＣＵ対策（冬期講座をオンデマンドで）
56311

冬期講座 ＩＣＵ受験対策講座

\65,000

56712

冬期講座 ＩＣＵ必勝英語リスニング対策

56722

冬期講座 ＩＣＵ必勝英語リーディング PART1 対策

56732

冬期講座 ＩＣＵ必勝英語リーディング PART2 対策

受講料合計

オンデマンドのみ

\16,500
\16,500

￥
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\16,500

