逆転も夢じゃない！とことん二次まで！ファイナル

駿英予備校の冬期・直前講習会
大学入試まで、
それぞれの学年でマスターしておきたいことがある。

高1・高2 冬期練成ゼミ
学年

期間 【Ⅰ期】12/１7・１8・19・20（４日間）【Ⅱ期】12/22・23・24・25（４日間）【Ⅲ期】12/27・28・29・30（４日間）

コース（志望校別・高校別クラス編成）

期

間

間

19：40〜21：40

12/27、28、29

17:10〜19:10

●マスタリー数学
（ＥＡＳＴ）

Ⅰ期

●マスタリー数学
（WEＳＴ）

●スーパークラス
（医歯薬への数学）

記号

内

容

高校1年

1SS

前半は図形と方程式(数Ⅱ)、後半は微分・積分(数Ⅱ)の基本・応用問題の解説と演習を行います。

19:40〜21:40

1ME

1月の進研模試対策および既習範囲の復習を行います。演習・解説により実力を強化していきます。

Ⅰ期

１９：４０〜２１：４０

1MW

進研模試の対策を行いながら、2次関数、三角比、確率を復習します。

●ハイレベル英語Ⅰ

Ⅰ期

１７：１０〜１９：１０

1SE

●英語Ⅰ
（ＥＡＳＴ）

Ⅱ期

１９：４０〜２１：４０

1EE

2学期に学習した重要文法の復習と3学期に学習する文法の予習に加え、
1月の進研模試対策を行います。

●英語Ⅰ
（WEＳＴ）

Ⅱ期

１９：４０〜２１：４０

1EW

今までに学習した重要文法の復習を行います。また、
1月の進研模試対策も行います。

●国語Ⅰ

Ⅲ期

１9：4０〜21：4０

1JＥ

2年生から共通テストに挑戦できるように、共通テスト対策問題を意識した授業をします。

●高1ハイレベル物理

Ⅱ期

17:10〜19:10

1P

運動方程式、仕事とエネルギーなど力学の重要単元につて学習します。
物理基礎の範囲にとらわれず、受験を意識した演習・解説を行います。

●高1ハイレベル化学

Ⅱ期

14:30〜16:30

1C

ｍｏ
ｌを使った計算、酸・塩基、酸化・還元といった重要単元について、基本を確認した上で演習を行います。

17：1０〜１9：1０

2SS

Ⅲ期

１9：4０〜21：4０

2M1

1月の進研模試およびマーク模試対策のために実践的な問題演習を行います。

●レベルアップ文系数学

Ⅲ期

１9：4０〜21：40

2M2

1月の進研模試およびマーク模試対策のために実践的な問題を扱います。

●スタンダード数学

Ⅱ期

１7：1０〜19：1０

2MS

1月の進研模試、2月のマーク模試のために、マーク形式の問題演習を行います。

●ハイレベル英語Ⅱ

Ⅱ期

１7：1０〜19：1０

2EH

難関国公立大学の二次試験の演習と駿台模試対策を行います。英作文指導も行います。

●レベルアップ英語Ⅱ

Ⅰ期

１9：4０〜21：4０

2EL

共通テスト対策問題・1月進研模試対策問題など実践的な問題演習を行います。

●スタンダード英語Ⅱ

Ⅰ期

19：4０〜21：4０

2ES

英語力の土台となる語彙の強化、文法の復習、読解演習をした上で、実戦問題にも挑戦します。

●レベルアップ国語Ⅱ

Ⅱ期

１９：４０〜２１：４０

2JＥ

共通テストの対策問題と進研模試対策問題を使って、演習と解説を行います。

●ハイレベル化学

Ⅰ期

１4：3０〜16：3０

2CH

理論化学を中心に、解説プリントによる確認と共通テスト〜2次試験標準レベルの問題演習を行います。

●スタンダード化学

Ⅲ期

１7：1０〜19：1０

2CS

ハイレベルは東高・生命科学、
スタンダードは東高・普通科の進度に合わせます。

●ハイレベル物理

Ⅲ期

１4：3０〜16：3０

2PH

演習を通して、物理法則の徹底的な理解を図ります。力学・熱・波動を中心に、受験を意識した少し高度な問題まで
演習します。

●スーパークラス
（医歯薬への数学）

12/17、18、19
12/27、28、29

高校2年

●レベルアップ理系数学

（受講料） 120分×4日間コース・
・
・13,000円

英文法の基礎を仕上げた上で、大学入学共通テストレベルの問題に挑戦していきます。
また、入試で必要となる長文を効率的に読む力を「英文速読」で鍛えます。

前半は数Ⅲ極限・微分・積分の入試問題、後半は複素数平面の応用問題の解説と演習を行います。
数Ⅲの極限・微分・積分を学習済であることを前提として授業を進めていきます。

スーパークラス
（医歯薬への数学）
…17,000円 （税込･テキスト代込）

共通テスト直前対策ゼミ・私大対策ゼミ
学年

時

１２/22、23、24

コース（志望校別・高校別クラス編成）

期

本番まであと少し、最後のツメが大事、ここからが本当の勝負！
期間 共通テスト数学・英語・国語コースは5日間 その他のコースは4日間
【Ⅰ期】12/１7・
１8・19・20（４日間）【Ⅱ期】12/22・23・24・25（４日間）【Ⅲ期】12/27・28・29・30（４日間）

間

時

間

１２/18、19、22、27

14：05〜16：30

１/6

19：15〜21：40

●共通テスト英語

１２/27、28、29、30、
1/6

●共通テスト国語

記号

内

容

3SS

高得点を取るためには、時間配分を意識した実践的な問題演習が必要です。この講座では出題されそうな
内容を整理しながら共通テスト形式の問題演習を行います。

16：45〜19：10

3CE

共通テスト英語（リーディング・リスニング）
の予想問題で、実際の試験のように時間を計って解いた後に、差が
つく問題の解法を分析します。ミスをなくし、高得点を取る解き方の指導を行います。

１２/22、25
12/28、29、30

16：45〜19：10
14：05〜16：30

3CJ

共通テストの国語は志望校を左右します。
「予想問題」に挑戦し、本番に備えます。

●私大国語H

Ⅰ期

19：40〜21：40

3PJ1

過去問・対策問題を徹底的に解き、一人ひとりの志望校に応じた対策を行います。

●私大国語S

Ⅰ期

17：10〜19：10

3PJ2

過去問・対策問題を徹底的に解き、一人ひとりの志望校に応じた対策を行います。

●共通テスト物理

Ⅰ期

19：40〜21：40

3CP

●共通テスト化学

Ⅲ期

19：40〜21：40

3CC

●共通テスト数学

高校3年

共通テストも2年目となり高得点を取ることがさらに難しくなります。そういった中でいかにして目標点を
取るかコツを教えます。

（受講料）共通テスト数学、
共通テスト英語、
共通テスト国語…18,000円 その他のコース 120分×4日間コース…14,000円 （税込･テキスト代込）

（大学別）国公立二次攻略・集中ゼミ 「逆転」も視野に入れながら、二次対策を大学別に指導する！
学年

コース

期

間

時間

高校3年

●最難関大への英語（東大・京大・医学科など）●難関大への英語（阪大・名大・九大など）
●中堅大への英語（広大・岡大など） ●鳥大・島大への英語
●最難関大への数学（東大・京大・医学科など）●難関大への数学（阪大・名大・九大など）
●中堅大への数学（広大・岡大など） ●鳥大・島大への数学

１限 １４：００〜１５：３０

Ⅳ期
●最難関大への国語（東大・京大・医学科など）●難関大への国語（阪大・名大・九大など） １/18〜3/5
●中堅大への国語（広大・岡大など） ●鳥大・島大への国語
●小論文（後期）
●小論文（前期）

●二次対策・物理
●二次対策・化学

2限 １５：５０〜１７：２０
3限 １７：３０〜１９：００
4限 １９：３０〜２１：００

内

容

各大学の問題には、それぞれクセがあります。過去問を分析し、それに向けた対策問題を
使いながら、志望大学別の対策をします。
記述式答案の書き方を徹底演習。受験校の傾向を分析し、対策を立て、演習を個別に行
います。過去問だけでなく、出題傾向の似ている大学の問題演習も行います。
過去問＋対策問題を使い、
志望大学別対策をとります。
記述問題の字数にその大学の問題
の秘密があります。
字数を自覚しないと解けません。
小論文は
「具体例」
が勝負です。
自分
だけの小論が書けるようになります。
受験校に対応した個別授業で、
二次試験理科への不安を無くします。過去問を分析し、
試験
までに取るべき対策と勉強法も教えます。
特に、
二次試験特有の論述問題・考察問題の解法
と演習に力を入れます！

共通テストの結果にもとづき、
二次の目標点を徹底的に分析した上で、
大学別の対応をとります。 上記以外の受験校にも対応しますので、
ご相談下さい。 期間と時間については変更になる場合もありますのでご確認下さい。
各講座 ９０分×３回で1セット…受講料15,000円
（税込･テキスト代込・赤本は各自で用意） 満席になり次第受付を終了するため、
ご希望に添えない場合もございますので、
ご確認下さい。

（大学別）私大攻略・集中ゼミ
高校3年

学年

コース

受験校の問題を分析し、志望校に対応した指導で本番に備える！
期

間

●最難関私大への英語
（早慶上智など）
●難関私大への英語
（MARCH・関関同立など）
●中堅私大への英語
●私大対策数学
●医療系専門学校への数学
●最難関私大への国語
（早慶上智など）
●難関私大への国語
（MARCH・関関同立など）
●私大対策 理科・社会
（科目は相談してください。）

時間

１限 １４：００〜１５：３０
Ⅳ期
12/17〜3/5

内

容

各大学の問題には、それぞれクセがあります。過去問を分析し、
それに向けた対策問題を使いながら、志望大学別の対策をします。

2限 １５：５０〜１７：２０

受験校の傾向を分析。
過去問を基にして、
個別演習・指導を行います。
医療系専門学校の対策講座。
受験校レベルに沿って講義を行います。

3限 １７：３０〜１９：００

各大学の問題を徹底的に分析し、志望大学別に対策をします。

4限 １９：３０〜２１：００

各大学の傾向に基づいて、論述問題の指導など個別に対策を行います。

※ＭＡＲＣＨは、
明治大、
青山大、
立教大、
中央大、
法政大 ※関関同立は、
関西学院大、
関西大、
同志社大、
立命館大
・期間と時間については変更になる場合もありますのでご確認ください。・各講座 90分×3回で1セッ
ト・
・
・受講料15000円
（税込・テキスト代込・赤本は各自で用意）
・上記以外の受験校にも対応しますので、
ご相談下さい。・満席になり次第受付を終了するため、
ご希望に添えない場合もございますので、
ご確認ください。

