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難化する大学入試

私立が難化！？

近年の私立大学の入試事情

変わる大学入試

『大学入学共通テスト』に備える！！

近年、大学進学率は上昇を続けており、有名私立大学の志願倍率も上昇傾向にあります。また、ＧＭＡＲＣＨ・日東駒専の合格
者出身校上位に公立トップの高校が名を連ねるようになったことからも、比較的ボリューム層とされてきた有名私立大学の
入試は近年難化したと言えるでしょう。ＧＭＡＲＣＨ・日東駒専の受験を考えている学生はこれまで以上に早めの対策と効率
的な学習が必要となります。

大学入学共通テストはこれまでのセンター試験と多くの点で異なります。記述問題、ボリュームの増加、英語リスニングの
比重増、etc…しかし問われる力はこれまでと同じです。高校時代に学ぶ内容をきちんと理解し、力をつけて臨みましょう！
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大学(学部）進学率

新規高等学校卒業者の進路状況の推移

新規高等学校卒業者の進路状況の推移

就職率

専門学校進学率
短期大学進学率

 49.6％

大学名
東北学院
早稲田

慶應義塾
上智

東京理科
明治

青山学院
立教
中央
法政
日本
東洋
駒沢
専修
南山

2017
2.62
7.22
4.99
4.83
3.23
4.97
7.56
5.57
4.67
5.63
3.80
4.10
4.35
4.49
2.88

2018
2.38
8.07
4.91
6.13
3.57
5.67
8.60
6.87
5.80
6.98
3.94
5.37
5.24
5.42
3.61

2019
2.51
7.97
4.76
7.07
3.90
5.07
7.42
6.14
5.43
6.45
3.52
5.11
6.87
6.73
3.40

大学名
愛知

愛知学院
名城
中京
関西

関西学院
同志社
立命館

京都産業
近畿
甲南
龍谷

広島修道
西南学院

福岡

2017
3.34
3.57
3.54 
4.01
4.70
3.49
3.31
3.42
5.27
5.42
3.82
4.97
2.99
3.40
3.71

2018
3.47
3.99
3.48
4.56
5.75
4.28
3.63
3.93
8.26
6.05
4.43
5.47
2.55
3.60
3.77

2019
3.37
3.45
3.31
4.32
5.64
4.38
3.53
3.44
6.36
5.55
5.63
5.35
2.85
3.83
3.88

有名私立大志願倍率の推移

新旧テストの比較（英語） 大学入学共通テストの特徴

80分　200点

26ページ

54問

日本語

30分　50点

10ページ

25問

全て「２回」

四つの選択肢から一つ選ぶ

時間・配点

問題冊子

小問数

問題文

時間・配点

問題冊子

小問数

音声を

流す回数

解答方法

筆 記

リスニング

80分　100点

29ページ

43問

英語

30分　100点

20ページ

37問

第１～３問：２回

第４～６問：１回

正しいものすべて選ぶ

英 語
センター試験
2019年度

大学入学共通テスト
2018年11月試行

現代文…　30～120字、３問程度
数学Ⅰ…　数式を交え説明、３問程度
※難度は決して高くないが、現代文はかなり時間に追われる！

特徴① 記述式問題が入る

国語

数Ⅰ・Ａ

数Ⅱ・Ｂ

特徴② 問題量が多かった

そう思う・ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

78.5％

78.1％

92.0％

出典：大学入試センター試行調査（平成29年11月実施分）の結果報告

（筆記［リーディング］）英語
数学Ⅰ・A
各教科解答時間 15分 解説授業 15分

Vo.1
（リスニング）英語

数学Ⅱ・B
各教科解答時間 15分 解説授業 15分

Vo.2

まずはミニ模試で大学入学共通テストを体験して、難しさを実感してみましょう。

新入試を突破するために

「大学入学共通テスト対策入門講座」では、試行調査問題を題材として、大学入学共通テストで前提となる知識・技
能とそれを応用する思考力・判断力・表現力がどのようなものかを解説し、これからどのように学習していけばよ
いかの指針を示します。

英語

大学入学共通テストの試行調査を
見ると、『筆記（リーディング）』では
主に「読む力」を把握する問題が出
題され、記述式の問題はないもの
の、「表現力」を間接的に問う設問
も見られます。『リスニング』では単
に「聞き取る」だけでなく、複数の
音声情報や図表などから思考・判
断して解答しなければならない問
題が出題されています。本講座で
は、試行調査の問題を題材に、大学
入学共通テストで必要な能力とそ
れを身に付けるためにどう学習し
ていけばよいかを解説します。

講座コード：DNE1

（筆記［リーディング］）英語
講師 丸山大地

授業時間・回数 90分×4回

要予習

第１回  情報処理能力が問われる問題
第２回  思考力、判断力が問われる問題
第３回  資料の読解問題
第４回  説明的な文章の読解問題

講座コード：DNE2

（リスニング）英語
講師 丸山大地

授業時間・回数 90分×4回

不要予習

第１回  音を正確に聞き取る問題
第２回  対話の場面から思考・判断する問題
第３回  論理構成や展開を思考・判断する問題
第４回  複数の話者の意図を思考・判断する問題

大学入学共通テストの試行調査を
見ると、『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅱ・数
学Ｂ』ともに形式こそ従来のセン
ター試験と大きく異なっているも
のの、必要とされる定理・公式など
の基本事項は変わることはありま
せん。ただし、定理・公式を学習す
る際に、今まで以上に「どう導くか」

「どのように活用できるか」を考え
て学習する必要があります。本講
座では、試行調査の問題を題材に、
大学入学共通テストで必要な能力
とそれを身に付けるためにどう学
習していけばよいか解説します。

数学

講座コード：DNM1

数学Ⅰ・数学Ａ
講師 城能博

授業時間・回数 90分×4回

不要予習

第１回  数と式・２次関数　
第2回  データの分析・場合の数と確率
第3回  整数の性質
第4回  図形と計量・図形の性質

講座コード：DNM2

数学Ⅱ・数学B
講師 城能博

授業時間・回数 90分×4回

不要予習

第１回  複素数と方程式、図形と方程式　
第2回  三角関数、指数関数と対数関数
第3回  微分と積分　
第4回  ベクトル、数列

大学入学共通テスト対策入門講座

大学入学共通テストミニ模試
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英検 を突破するために

・ 「課題文音読トレーニング」では、音声をデータ化。ネイティブにどの程度伝わるかをスコア判定します。
・ 「面接応答トレーニング」では、本番の面接試験と全く同一の形式でのトレーニングができます。
 回答が英文として正しいかを自動判定します。スピーキング

「英検
®

トレーニング」機能
搭載 ３級 準2級 2級

＊音読した音声がネイティブにどのように伝わるかが、自動表示されます。
＊全体評価がスコアとして表示されます。
＊単語ごとにもその聞き取りやすさがスコアとして表示されます。

＊「課題文に関する質問」「イラストに関する質問」「一般内容に関する質問」
のそれぞれについて、質問を聞き取り、その後に回答を録音します。
＊回答は音声データ化され、英文として正しいかが自動判定されます。

課題文音読・録音

「課題文音読トレーニング」

音読した音声をスコア判定 質問聞き取り

「面接応答トレーニング」

イラスト問題

英作文課題答案の文法の誤り、スペルの誤りが画面上で自動添削されます。ライティング

手書き答案のデータ化 答案の自動添削

＊文法の誤りを修正

＊スペルの誤りを修正

英検対策の
決定版！英検®パスコース

出題形式1　筆記1 単語・熟語・文法 出題形式6 リスニング①（第1部）

出題形式2　筆記2 会話文 出題形式7 リスニング②（第2部）

出題形式3　筆記3A・B 長文（語句空所補充） 出題形式8 リスニング③（第3部）

出題形式4　筆記4A・B 長文（内容一致選択） 模擬テスト

出題形式5　筆記5 英作文 

〈英検パスコース 準２級〉20分×22回　講座コード : EKP21 英検 R

パスコース
E N G L I S H

「英検」は，公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

級準2

英検合格を勝ち取る！

英検 は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

２級対策講座 講座コード EKZ20

英語４技能・外部試験対策なら

●カリキュラム

第１講　英検２級についての概論＋語彙【英単語編】
第２講　語彙【英単語編】
第３講　語彙【英熟語編】
第４講　文法編
第５講　リーディング編①
第６講　リーディング編②
第７講　ライティング編①
第８講　ライティング編②

ご　い

第９講　ライティング編③
第10講　リスニング編①
第11講　リスニング編②
第12講   「一次試験 模試」解説①【筆記】
第13講   「一次試験 模試」解説②【リスニング】
第14講　二次試験対策①【面接のトピックについて】
第15講　二次試験対策②【面接シミュレーション】

（たけおか　ひろのぶ）
竹岡広信 先生

学研英検®ゼミなら、テキストを解きながら60分×15回の映像授業を受けるだけで、
文法・読解・リスニングはもちろん、自分では学習の難しい英作文や面接まで対策できる！
２級・準１級対策に必要な４技能をまんべんなく鍛えられる構成です。

映像授業：60分×15回

準１級対策講座 講座コード EKZ15

●カリキュラム

第１講　語彙【英単語編】①
第２講　語彙【英単語編】②
第３講　語彙【英単語編】③
第４講　語彙【英熟語編】
第５講　ライティング編①
第６講　ライティング編②
第７講　ライティング編③
第８講　リーディング編

第９講　リスニング編①
第10講　リスニング編②
第11講   「一次試験 模試」解説①【筆記】
第12講   「一次試験 模試」解説②【リスニング】
第13講　二次試験対策①【面接のトピックについて】
第14講　二次試験対策②【面接シミュレーション】
第15講　二次試験対策③【面接シミュレーション】

映像授業：60分×15回

学研ならでは！  充実の教材セット 強力な講師陣！
書店で大人気の参考書をテキストに使い、
単語BOOK、模擬試験、面接カードや英作文添削
シートまで付いて、学習を全面的にサポート。 漫画『ドラゴン桜』のモデルとして知られ、

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」
で塾講師として唯一紹介された、東大合
格者がもっとも信頼を寄せる英語講師。
現在、「学研のプライム講座」、大手予備
校で教鞭をとり、竹岡塾を主宰。40年来
の英検ファンを自負し、英検を熟知して
いることでも有名。

（スティーブン・リッチモンド）
Stephen Richmond 先生

オーストラリア・メルボルン出身。現、
私立大学で専任准教授、「学研のプライム
講座」講師。日本をこよなく愛す。京都
を「第２の故郷」と称し、京都を紹介す
る英語のフリーペーパーを編集するほど。
大学では、五感で感じる京都やマンガを
扱った授業といった、文化に基づいて英語
でコミュニケーションを取る能力を指導。

●『英検 2級をひとつ
ひとつわかりやすく。』

（本講座用改訂版）
●解答＆解説冊子　
●一次試験 模試
●単語BOOK
●ライティング対策提

出用添削課題シート
（１回分）

●二次試験対策用面接
カード

※写真は２級のものです。
準１級とは教材・講義内
容が異なりますがセット
内容は同様です。
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英検 を突破するために

・ 「課題文音読トレーニング」では、音声をデータ化。ネイティブにどの程度伝わるかをスコア判定します。
・ 「面接応答トレーニング」では、本番の面接試験と全く同一の形式でのトレーニングができます。
 回答が英文として正しいかを自動判定します。スピーキング

「英検
®

トレーニング」機能
搭載 ３級 準2級 2級

＊音読した音声がネイティブにどのように伝わるかが、自動表示されます。
＊全体評価がスコアとして表示されます。
＊単語ごとにもその聞き取りやすさがスコアとして表示されます。

＊「課題文に関する質問」「イラストに関する質問」「一般内容に関する質問」
のそれぞれについて、質問を聞き取り、その後に回答を録音します。
＊回答は音声データ化され、英文として正しいかが自動判定されます。

課題文音読・録音

「課題文音読トレーニング」

音読した音声をスコア判定 質問聞き取り
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イラスト問題
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学研英検®ゼミなら、テキストを解きながら60分×15回の映像授業を受けるだけで、
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第12講   「一次試験 模試」解説②【リスニング】
第13講　二次試験対策①【面接のトピックについて】
第14講　二次試験対策②【面接シミュレーション】
第15講　二次試験対策③【面接シミュレーション】

映像授業：60分×15回

学研ならでは！  充実の教材セット 強力な講師陣！
書店で大人気の参考書をテキストに使い、
単語BOOK、模擬試験、面接カードや英作文添削
シートまで付いて、学習を全面的にサポート。 漫画『ドラゴン桜』のモデルとして知られ、

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」
で塾講師として唯一紹介された、東大合
格者がもっとも信頼を寄せる英語講師。
現在、「学研のプライム講座」、大手予備
校で教鞭をとり、竹岡塾を主宰。40年来
の英検ファンを自負し、英検を熟知して
いることでも有名。

（スティーブン・リッチモンド）
Stephen Richmond 先生

オーストラリア・メルボルン出身。現、
私立大学で専任准教授、「学研のプライム
講座」講師。日本をこよなく愛す。京都
を「第２の故郷」と称し、京都を紹介す
る英語のフリーペーパーを編集するほど。
大学では、五感で感じる京都やマンガを
扱った授業といった、文化に基づいて英語
でコミュニケーションを取る能力を指導。

●『英検 2級をひとつ
ひとつわかりやすく。』

（本講座用改訂版）
●解答＆解説冊子　
●一次試験 模試
●単語BOOK
●ライティング対策提

出用添削課題シート
（１回分）

●二次試験対策用面接
カード

※写真は２級のものです。
準１級とは教材・講義内
容が異なりますがセット
内容は同様です。
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小論文・志望理由書
対策講座

合格への
自己表現を高める！

変わる推薦入試 推薦入試を突破するために

総合型選抜・学校推薦型選抜の二大関門である「小論文」と「志望理由書」について、
講義＋添削で万全の対策を施します。

授業時間・回数 ９０分×１０回

ＮＭＲＺ

小論文入門
総合型選抜・学校推薦型選抜で課される小論文を基礎から学び、合格できる小論文が書けるよう指導します。テキストは「基
礎からベストｅｘ．小論文」（学研）を使用します。
※添削を希望する場合には課題ごとに別途お申し込みください。

授業時間・回数 5０分×３回

ＮＲＳＳ

志望理由書サポート講座
総合型選抜・学校推薦型選抜で「高く評価される」志望理由書を書くための知識や技術を身につける講座です。「第一志望
としての入学熱意」が明確に伝わる志望理由書作成を講義と添削にてサポートします。添削は返却までに１０日前後の期間
をいただきます。

～資料分析型小論文～
３ＲＺＣ

小論文演習Ｃ
総合型選抜・学校推薦型選抜で課される小論文のうち、与えられた統計資料やグラフに基づいて論述する出題形式に絞っ
て演習します。データから出題者の意図をいかに読み取り、それを踏まえて論じるかを丁寧に解説します。
※添削を希望する場合には課題ごとに別途お申し込みください。

授業時間・回数 ８０分×３回

～テーマ型小論文～
３ＲＺＡ

小論文演習Ａ
総合型選抜・学校推薦型選抜で課される小論文のうち、「○○についてどう考えるか８００字以内で意見を述べよ。」というよ
うな、与えられたテーマについて自分の意見を述べる出題形式に絞って演習します。簡単に見えて逆に書きにくいテーマ型
小論文の論じ方を丁寧に解説します。
※添削を希望する場合には課題ごとに別途お申し込みください。

授業時間・回数 ８０分×３回

～課題文型小論文～
３ＲＺＢ

小論文演習Ｂ
総合型選抜・学校推薦型選抜で課される小論文のうち、課題として示された文章を読んだ上で論述する出題形式に絞って演
習します。課題文の論点の見極め方と、それを踏まえていかに論じるかを丁寧に解説します。
※添削を希望する場合には課題ごとに別途お申し込みください。

授業時間・回数 ８０分×３回

学校推薦型選抜の対策は？
調査書に記載される「学習成績の状況」は、特に「指定校制」の場合、学校内で推薦される基準として引き続き重要となり
ます。高１の1学期（前期）から定期テスト対策に力を入れる必要があります。
以前の「公募制推薦」で課されることの多かった小論文は、引き続き採択する大学が多くなることが予想されます。日常の
学習において意識的に「書く練習」を心がけることが大切です。
国公立大学は、多くの大学で「大学入学共通テスト」を課すことが予想されます。一夜漬けの勉強ではなく、日頃から着実
に勉強を積み重ねて、基礎力を高めておく必要があります。

名称が「推薦入試」から「学校推薦型選抜」に変更になります。
「推薦入試」では、「原則として学力検査は免除」されていましたが、「学校推薦型選抜」では、①大学入学共通テスト、②各
大学独自の評価方法（小論文、プレゼンテーション、各教科・科目テスト、資格・検定試験の成績など）の少なくともいずれ
か一つの活用が必須化になります。
学校長からの推薦書には、学力の3要素に関する評価が具体的に記載されることになり、大学は選抜にあたりその活用が
必須化されます。
学校の成績として、調査書に記載される「評定平均値」が「学習成績の状況」に変わります。これは、学校の成績のみで評価
するのではなく、学力の3要素も含めて全体的に評価するという方針に基づいています。

学力の3要素に関する評価が具体的に記載される推薦書

少なくともいずれか
一つの活用が必須

大学入学共通テスト

大学独自の評価方法
学力検査

名称が「AO（アドミッション・オフィス）入試」から「総合型選抜」に変更になります。
これまでの「AO入試」は、学科試験はほとんど課されませんでした。しかし「総合型選抜」では、「学校推薦型選抜」と同様
に、①大学入学共通テスト、②各大学独自の評価方法（小論文、プレゼンテーション、各教科・科目テスト、資格・検定試験の
成績など）の少なくともいずれか一つの活用が必須化になります。
これまでも、志望理由書や自己PR書などの提出が必要でしたが、「本人の記載する資料（活動報告書、大学入学希望理由
書、学修計画書等）がより積極的に活用されることとなります。

国公立大学は、多くの大学で「大学入学共通テスト」を課すことが予想されます。一夜漬けの勉強ではなく、日頃から着実
に勉強を積み重ねて、基礎力を高めておく必要があります。
部活動、生徒会、ボランティア活動、コンテストなどで、自己ＰＲできる確かな足跡を残していくことが大切です。
文系学部の場合、「英語外部試験」の結果を出願資格や加点要素とする大学が増加することが予想されます。英語４技能
の学習を積み重ね、英検であれば2級合格を達成しておくと、上記の自己ＰＲポイントにもなります。

より積極的に活用される

少なくともいずれか
一つの活用が必須

学校推薦型選抜って？

総合型選抜って？

13



自ら学び、道を切り拓く

自分の将来は自分で決める。

 ときどきAIにヒントをもらう。

「今日、塾で何を学ぶか」を把握しているのとしていないのとでは、学習効果に大きく差が生まれます。
ウイングネットジガクでは、受験あるいは定期テストに合わせて予定を組み込むことができます。いつ、
何を学習するか予定を立て実行する練習をし、自ら学ぶ姿勢を育みましょう。

なぜ“学ぶ”のかを知る。
学校で学んでいる色々な科目は「将来何に役立つの
か」と、疑問を感じている人は少なくないと思います。

“なぜ学ぶのか？”それは「社会人として必要な能力を
身に付ける」ためです。

社会人に求められる能力とは「職場や地域社会で多
様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」
であるとして、経済産業省は「人生100年時代の社会
人基礎力」（※右図）を提唱しております。

そこで社会人基礎力を育む上で、非常に有効な勉強
方法を紹介します。それは「PDCAサイクル」の確立
です。

このPDCAサイクルを身に付けていくと、勉強の効率
が驚くほど上がります。

“なぜ”学ぶのか、“どうのように”学ぶのかを理解し
て、定期テストや受験に臨みましょう。

自ら学ぶことはとても重要ですが、習慣を身に付けていないと容易なことではありません。AI学習シ
ステムは、学習の迷いをAIが解決してくれます。まずは定期テスト対策として、AIが導く最短学習導
線を進んでいきましょう。

定期テスト対策はAI学習システムで

表示された単元を解き進めます。自動で表示される解答をもとに自己採点、結果を入力します。

ここが
AI！

勉強に活かすPDCAサイクル

解く、採点するSTEP3

レコメンド自動表示STEP4

自分の最適な学習導線を“自分で”見つけることができます。
問題をクリアすると達成度が上がります。目標までの自分の
状況が「見える化」するので、やる気につながります。

全クリアを目指すSTEP5

まず初めに自分の学習目的に合わせてコースを選びます。
今回は定期テスト対策コースを選択します。

コースを選ぶ

人生100年時代の社会人基礎力

STEP1

頻度や難易度を選択し、定期テストの範囲を指定することで、
目的の期日までにやるべきカリキュラムが自動で表示されます。

頻出順・難易度・形式を設定STEP2

■「解き方がよくわからない」
　　　　  「解説授業」で解法をチェック
■「うっかりミスしちゃった」
　　　　  「問題演習」で問題に再挑戦
■「つまずいているのはもっと前かも」
　　　　  「基礎の確認」でさかのぼり

• 主体性
• 働きかけ力
• 実行力

前に踏み出す力

• 課題発見力
• 計画力
• 創造力

考え抜く力

• 発信力
• 傾聴力
• 柔軟性

• 状況把握力
• 規律性
• ストレスコントロール力

チームで働く力

Action
（改善）

A Check
(評価)

C

Do
（実行）

DPlan
（計画）

Ｐ

定期テスト前に、自己評価
「△」「×」を優先的に受講する！

自分自身と約束した
計画を実行する！

受講した授業の理解度を
自己評価して入力する！

受講計画が
容易に作成できる！

Plan

Action

Do

Check
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合格のための土台作り

練成ユニット

入試基礎力の強化

スタートラインを上げる

高1・高2全26ユニット

英語・数学・国語の
基礎力完成

合格へ直進

合格一貫カリキュラム

国公立大／難関私立大
有名私立大対策

最難関国私立大
難関国私立大対策

志
望
大
学
合
格
!

高２冬休み～８月

飛躍のための 土台固め

夏期ユニ ット

入試基礎力 の完成

夏休み

合格に向けて飛躍

実戦ユニット

合格得点力の養成

９月～１２月

合格ライン突破

直前ユニット

合格得点力の完成

冬休み・直前高１春～高２

現役生が部活と両立させながら限られた時間で、志望大学に合格するためには、どんな勉強をいつ すべきか？それを明確に示すのが「合格一貫カリキュラム」です。
「合格一貫カリキュラム」に即して受験勉強を進めていけば、回り道をすることなく、日々のたゆま ない努力を志望大学合格に結実させることができます。

アドバンスウイングの講師陣は、
「基礎の深い理解」を重視して講
義をします。

基礎を深く理解することで、その
後の応用演習や知識の暗記がス
ムーズにでき、受験勉強を効率良
く進めていくことができます。

「基礎の深い理解」
を重視した講義

1
アドバンスウイングの授業は、「講
義」でインプット、「定着問題」でア
ウトプット、さらに「定着講義」でイ
ンプットの３ステップで構成されて
います。

このサイクルで学習することで、
毎回の授業内容をその場で完全
定着させることができます。

授業内完全定着
学習

3
アドバンスウイングの「合格一貫カ
リキュラム」は、新出内容の導入か
ら合格力完成まで、段階別に４種
類のユニットで構成されています。

ムリ・ムダなく受験勉強を進めてい
くことで、入試までの限られた時間
内で志望大学合格を実現すること
ができます。

ムリ・ムダなく
志望大学へと導く
カリキュラム

2
学研プライムゼミは、予備校界で
支持を集めた実力講師群によるオ
ンライン授業です。

長年の指導経験と徹底した入試分
析に裏付けられた授業は、あなた
のモチベーションを高め、眠ってい
る学力を最大限に引き出します。

難関大へと導く
知的刺激に満ちた
授業

1
学研プライムゼミの難関大対策
講座は、基礎力を強化する「練成
ユニット」から、本番さながらの
「直前演習」までの４つのステップ
で構成。

講義と演習をバランスよく組み合
わせ、無理なく実力をアップさせる
ことができます。

基礎知識から
実戦力まで
着実に身につける

「４ステップ」
カリキュラム

2
学研プライムゼミのテキストは、実
力講師の指導ノウハウと、学研の
参考書編集ノウハウを掛け合わ
せ、「わかりやすい」「役に立つ」を
とことん追求して作られたもの。

予習・復習はもちろん、受験直前の
要点チェックにも役立つ充実の内
容です。

「実力講師」×「学研」
による充実の
専門テキスト

3
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入試基礎力の強化

スタートラインを上げる
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英語・数学・国語の
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難関国私立大対策

志
望
大
学
合
格
!
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飛躍のための 土台固め

夏期ユニ ット

入試基礎力 の完成

夏休み

合格に向けて飛躍

実戦ユニット

合格得点力の養成

９月～１２月

合格ライン突破

直前ユニット

合格得点力の完成

冬休み・直前高１春～高２

現役生が部活と両立させながら限られた時間で、志望大学に合格するためには、どんな勉強をいつ すべきか？それを明確に示すのが「合格一貫カリキュラム」です。
「合格一貫カリキュラム」に即して受験勉強を進めていけば、回り道をすることなく、日々のたゆま ない努力を志望大学合格に結実させることができます。

アドバンスウイングの講師陣は、
「基礎の深い理解」を重視して講
義をします。

基礎を深く理解することで、その
後の応用演習や知識の暗記がス
ムーズにでき、受験勉強を効率良
く進めていくことができます。

「基礎の深い理解」
を重視した講義

1
アドバンスウイングの授業は、「講
義」でインプット、「定着問題」でア
ウトプット、さらに「定着講義」でイ
ンプットの３ステップで構成されて
います。

このサイクルで学習することで、
毎回の授業内容をその場で完全
定着させることができます。

授業内完全定着
学習

3
アドバンスウイングの「合格一貫カ
リキュラム」は、新出内容の導入か
ら合格力完成まで、段階別に４種
類のユニットで構成されています。

ムリ・ムダなく受験勉強を進めてい
くことで、入試までの限られた時間
内で志望大学合格を実現すること
ができます。

ムリ・ムダなく
志望大学へと導く
カリキュラム

2
学研プライムゼミは、予備校界で
支持を集めた実力講師群によるオ
ンライン授業です。

長年の指導経験と徹底した入試分
析に裏付けられた授業は、あなた
のモチベーションを高め、眠ってい
る学力を最大限に引き出します。

難関大へと導く
知的刺激に満ちた
授業

1
学研プライムゼミの難関大対策
講座は、基礎力を強化する「練成
ユニット」から、本番さながらの
「直前演習」までの４つのステップ
で構成。

講義と演習をバランスよく組み合
わせ、無理なく実力をアップさせる
ことができます。

基礎知識から
実戦力まで
着実に身につける

「４ステップ」
カリキュラム

2
学研プライムゼミのテキストは、実
力講師の指導ノウハウと、学研の
参考書編集ノウハウを掛け合わ
せ、「わかりやすい」「役に立つ」を
とことん追求して作られたもの。

予習・復習はもちろん、受験直前の
要点チェックにも役立つ充実の内
容です。

「実力講師」×「学研」
による充実の
専門テキスト

3
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「受験生」応援！ アドバンスウイング講師

石橋 渉先生

ミクロの英文読解、
マクロの英文読解
英文読解の学習には、ミクロとマクロの２つの視点があります。
ミクロの英文読解とは、１つの英文の「文構造」を分析しながら読むこと。このミクロの読解ができないと、単語の意
味をただ繋ぎ合わせただけの意味不明の和訳をすることになります。
練成ユニットの講義では、「文構造」分析力を強化するトレーニングを行います。そして、現在の入試では、単独で
の出題は少なくなっていますが、「英文法」の理解が、その訓練には必修です。
そのため練成ユニットでは、英文読解に必要な英文法を総整理して、その理解を深めてもらいます。
実戦ユニットからマクロの英文読解に移行します。読解の視点を文ではなく、パラグラフ（段落）、そして文全体に移
行し、文の主題を素早くつかむトレーニングをします。
ミクロとマクロの英文読解、その２つの読解力を高めれば、難関大学の長文読解問題もスラスラと正確に解けるよう
になります。

英
語

天野 貴宣先生

受験数学突破の
正攻法
難関大学の数学の攻略には、難しい問題を数多く解くことが大切と考える受験生が多いようです。
ところが、これまで数多くの受験生を指導しての実感は、「基礎の理解なくして応用問題の攻略はあり得ない」とい
うことです。応用問題を解くカギは、「教科書の基礎事項の深い理解」にあります。公式を例にすると、公式を覚える
だけでは不十分で、大切なのは公式の証明過程の理解です。その理解が、数学的思考力を高め、応用演習を
重ねていく際にとても効いてきます。大学入試の問題は、高校の教科書の内容を用いれば解くことが出来るよう作
問されています。この基礎事項を理解する勉強を大切にしましょう。
講義では、応用問題の解法解説の際にも、常に根底にある基礎事項の考え方を確認します。問題の解き方を暗
記するだけの勉強は合理的ではありません。「基礎の徹底した理解を踏まえ、応用問題の解法を理解する」、これ
が受験数学突破の正攻法です。

数
学

児玉 克順先生

現代文で
泣かせません
“現代文はやってもやらなくても変わらない。日本語だから何とかなる。”英語・社会、国公立大受験生であればさら
に数学・理科、やるべき勉強が山ほどある中で、現代文は後回しにされがちです。しかし、かつてのセンター試験を
例にとると、失敗原因科目のナンバーワンは現代文と言っても過言ではありません。センター現代文で失敗して出
願大学のランクを泣く泣く下げた受験生を多数知っています。大学入学共通テストに変わっても同じことが言えま
す。
入試現代文で失敗しないためには、問題文から設問解答に必要な情報をいかに正確に、かつ素早く見つけ出す
か、その情報収集能力を強化する必要があります。この能力をいかに最短時間でみなさんに身につけさせるかが私
の役割です。受験勉強全体時間の１０％は現代文の勉強に割り振って、私についてきてください。現代文で泣か
ない読解力を身につけてもらいます。

現
代
文
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「受験生」応援！ アドバンスウイング講師

石橋 渉先生

ミクロの英文読解、
マクロの英文読解
英文読解の学習には、ミクロとマクロの２つの視点があります。
ミクロの英文読解とは、１つの英文の「文構造」を分析しながら読むこと。このミクロの読解ができないと、単語の意
味をただ繋ぎ合わせただけの意味不明の和訳をすることになります。
練成ユニットの講義では、「文構造」分析力を強化するトレーニングを行います。そして、現在の入試では、単独で
の出題は少なくなっていますが、「英文法」の理解が、その訓練には必修です。
そのため練成ユニットでは、英文読解に必要な英文法を総整理して、その理解を深めてもらいます。
実戦ユニットからマクロの英文読解に移行します。読解の視点を文ではなく、パラグラフ（段落）、そして文全体に移
行し、文の主題を素早くつかむトレーニングをします。
ミクロとマクロの英文読解、その２つの読解力を高めれば、難関大学の長文読解問題もスラスラと正確に解けるよう
になります。

英
語

天野 貴宣先生

受験数学突破の
正攻法
難関大学の数学の攻略には、難しい問題を数多く解くことが大切と考える受験生が多いようです。
ところが、これまで数多くの受験生を指導しての実感は、「基礎の理解なくして応用問題の攻略はあり得ない」とい
うことです。応用問題を解くカギは、「教科書の基礎事項の深い理解」にあります。公式を例にすると、公式を覚える
だけでは不十分で、大切なのは公式の証明過程の理解です。その理解が、数学的思考力を高め、応用演習を
重ねていく際にとても効いてきます。大学入試の問題は、高校の教科書の内容を用いれば解くことが出来るよう作
問されています。この基礎事項を理解する勉強を大切にしましょう。
講義では、応用問題の解法解説の際にも、常に根底にある基礎事項の考え方を確認します。問題の解き方を暗
記するだけの勉強は合理的ではありません。「基礎の徹底した理解を踏まえ、応用問題の解法を理解する」、これ
が受験数学突破の正攻法です。

数
学

児玉 克順先生

現代文で
泣かせません
“現代文はやってもやらなくても変わらない。日本語だから何とかなる。”英語・社会、国公立大受験生であればさら
に数学・理科、やるべき勉強が山ほどある中で、現代文は後回しにされがちです。しかし、かつてのセンター試験を
例にとると、失敗原因科目のナンバーワンは現代文と言っても過言ではありません。センター現代文で失敗して出
願大学のランクを泣く泣く下げた受験生を多数知っています。大学入学共通テストに変わっても同じことが言えま
す。
入試現代文で失敗しないためには、問題文から設問解答に必要な情報をいかに正確に、かつ素早く見つけ出す
か、その情報収集能力を強化する必要があります。この能力をいかに最短時間でみなさんに身につけさせるかが私
の役割です。受験勉強全体時間の１０％は現代文の勉強に割り振って、私についてきてください。現代文で泣か
ない読解力を身につけてもらいます。

現
代
文

メッセージ

吉村 直樹先生

思考・試行の
化学！！！
皆さんは今まで高校化学をどう勉強してきましたか？
知識事項や計算問題の解き方の原理・本質を理解することなく、テスト前に膨大な単純丸暗記をして、テスト後に
は忘れてしまうことの繰り返しではないでしょうか。
高校化学は、勉強の仕方次第で、暗記量や勉強時間を大きく減らすことができます。そのときに重要なポイントにな
るのは、「思考と試行」。毎回の授業ではそのコツを伝えていきます。それを自分のものにすれば、国公立、
MARCH、関関同立レベルの問題でも8～9割以上の高得点が取れることは、過去のたくさんの先輩たちが証明
してくれています。
最小労力で大学入試化学を得点源科目にして、脳の暗記容量は英語に、勉強時間は数学に費やして、笑顔で
合格できるように、いっしょにがんばっていきましょう！

三浦 忠義先生

脱！丸暗記 
生物の勉強を楽しもう
“生物の勉強と言えば暗記、自分は暗記が苦手。だから生物は苦手。”そんな思いの人がたくさんいるかと思いま
す。確かに暗記は必要ですが、生物の用語を一問一答的に丸暗記するのは賢明とは言えません。大切なことは、
丸暗記ではなく本質をとらえた理解の積み上げです。理解の積み上げができると、覚えることが苦にならなくなりま
す。各分野の内容が有機的につながり、応用力が身につきます。そして、何よりも生物の勉強が楽しくなってきます。
教科書レベルの基本を疎かにせず、ひとつひとつの内容を深く正確に理解してください。
講義では、基本知識を一から丁寧に解説し、志望校合格に必要な学力を徹底的に養成します。図にもこだわって
板書していますのでしっかりと書き留めてください。理解がより深まり、記憶に定着します。

鈴木 悠介先生

明るく楽しく
情報整理！～受験世界史攻略法～
限られた時間の中で結果を出さなければならない「受験世界史」の学習方法には、正解があります。
第一に、入試出題用語が確実に網羅された教材を一つに絞り、「知識の核」にすること。
趣味で楽しむ世界史や大学で学ぶ歴史学と異なり、大学入試の世界史は「情報整理学」の側面が否めません。
そして膨大な歴史用語を効率的に整理・記憶するには、用語網羅性のみならず、教材が記憶しやすいレイアウトで
あることも重要です。テキストはこのような思想のもと設計されています。
第二に、適切な講義を受講し、テキスト内容を完全に理解・記憶すること。
正しい理解もなく、ただ用語を丸暗記する学習はただの苦行です。受験世界史が情報整理中心なのは事実です
が、それは楽しみながら学ぶことと矛盾しません。「わかる→楽しい→記憶に残る」というサイクルを構築するべく講義
をおこなっていきます。

化
学

生
物

世
界
史
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「受験生」応援！ 学研プライムゼミ講師

英
語

数
学

現
代
文

竹岡 広信先生

『ドラゴン桜』の
実在モデル！
英語は体育と同じです。本当に上手くなりたければ、自分で日々練習するしかありません。そのためには英語を楽し
むことが重要です。たとえば、英単語は「音」からイメージで暗記するものです。 graze「（家畜が）牧草を食う」は、
grow「成長する」、grass「草」、green「緑」と音が似ていますね。
grow→grass→green→grazeと３回唱えてみたら忘れないでしょう。楽しみましょうね！

NHK「プロフェッショナル　仕事の流儀」で紹介された、東大合格者がもっとも信頼を寄せる英語講師。
東大英語だけでなく旧センター英語対策、英作文講座は大絶賛されている。現、大手予備校講師および竹岡塾主宰。

PROFILE

小山 功先生

難解な数学を
情熱の講義でほぐす！
問題を解いて答えを見て同じであるとき、本当に合っているのでしょうか。偶然合ってしまったのかもしれませんから、
合っていたという結果で判断するのではなく、過程を見ないといけません。学問においては過程を大切にすることで、
偶然が必然に変わります。なりたい自分になる過程をも大切にできます。その姿勢を培うことで、これから先何が起ころう
とも、適切な行動がとれ、人生を有意義に過ごせるようになるのではないでしょうか。

数学をこよなく愛する若き熱血講師。持ち前の情熱溢れる授業は、数学の得意な生徒のみならず不得意な生徒をも魅了し、
圧倒的人気で担当講座は締め切り多数。幅広いテーマでの講演も可能。現、大手予備校講師。

PROFILE

池上 和裕先生

「読と解のルール」で
点が取れる！
大学入試の現代文は、本文に書かれている内容を正確に読み、問われていることに素直に答えれば点数が取れる
といったシンプルなものだ。だから僕は、どんな文章であっても正しく「読み」「解く」ことができる方法をレクチャー
したい。入試会場でキミが一人で本文を読み、設問に答えることができるように。夢の実現に向けて努力するのは、
もちろんキミ自身だ。でも、もう独りで暗中模索する必要はない。ともに頑張ろう！

熱い授業と親しみやすい人柄で、絶大な支持を集める実力派講師。講義ではどんな文章にでも通用する普遍的な読解法を解説し、
特に旧センター現代文講座は増設分も締め切られるほどの人気を誇る。現、大手予備校講師。

PROFILE
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「受験生」応援！ 学研プライムゼミ講師

英
語

数
学

現
代
文

竹岡 広信先生

『ドラゴン桜』の
実在モデル！
英語は体育と同じです。本当に上手くなりたければ、自分で日々練習するしかありません。そのためには英語を楽し
むことが重要です。たとえば、英単語は「音」からイメージで暗記するものです。 graze「（家畜が）牧草を食う」は、
grow「成長する」、grass「草」、green「緑」と音が似ていますね。
grow→grass→green→grazeと３回唱えてみたら忘れないでしょう。楽しみましょうね！

NHK「プロフェッショナル　仕事の流儀」で紹介された、東大合格者がもっとも信頼を寄せる英語講師。
東大英語だけでなく旧センター英語対策、英作文講座は大絶賛されている。現、大手予備校講師および竹岡塾主宰。

PROFILE

小山 功先生

難解な数学を
情熱の講義でほぐす！
問題を解いて答えを見て同じであるとき、本当に合っているのでしょうか。偶然合ってしまったのかもしれませんから、
合っていたという結果で判断するのではなく、過程を見ないといけません。学問においては過程を大切にすることで、
偶然が必然に変わります。なりたい自分になる過程をも大切にできます。その姿勢を培うことで、これから先何が起ころう
とも、適切な行動がとれ、人生を有意義に過ごせるようになるのではないでしょうか。

数学をこよなく愛する若き熱血講師。持ち前の情熱溢れる授業は、数学の得意な生徒のみならず不得意な生徒をも魅了し、
圧倒的人気で担当講座は締め切り多数。幅広いテーマでの講演も可能。現、大手予備校講師。

PROFILE

池上 和裕先生

「読と解のルール」で
点が取れる！
大学入試の現代文は、本文に書かれている内容を正確に読み、問われていることに素直に答えれば点数が取れる
といったシンプルなものだ。だから僕は、どんな文章であっても正しく「読み」「解く」ことができる方法をレクチャー
したい。入試会場でキミが一人で本文を読み、設問に答えることができるように。夢の実現に向けて努力するのは、
もちろんキミ自身だ。でも、もう独りで暗中模索する必要はない。ともに頑張ろう！

熱い授業と親しみやすい人柄で、絶大な支持を集める実力派講師。講義ではどんな文章にでも通用する普遍的な読解法を解説し、
特に旧センター現代文講座は増設分も締め切られるほどの人気を誇る。現、大手予備校講師。

PROFILE

メッセージ

古
文

物
理

漢
文

荻野 文子先生

古文のマドンナ！ 
信頼の名講義！
入試古文のゴールは、初めて見る文章を「自力で読める」ようになること。本番で、全訳や品詞分解をしている時間は
ありません。私と一緒に「飛ばし読み」の訓練をしましょう。大切なのは「どこを拾ってどこを捨てるか」の見極めです。
フィーリングではなく、合理的な手法を学ぶことで、古文を得意科目に変えましょう。小学生でもわかるところから始め、
超難関レベルまで、段階的に引き上げます。一日も早くスタートを切りましょう！

「マドンナ先生」として人気を博し、大手予備校で締め切り講座を続出させてきた実力講師。
丁寧な講義は古文が苦手な受験生にもよくわかると評判。著書『マドンナ古文』シリーズは累計400万部超の大ベストセラー。

PROFILE

高橋 法彦先生

物理の法則を
わかりやすく説く！
さて、物理の特徴ってなんでしょうか？物理は自然現象に潜む統一性を見出し、自然を理解しようとする魅力的な
学問です。そして現代社会の土台を支える学問でもあります。大学入学後も、論理立てて自然現象を説明する
考え方や、身の回りのテクノロジーを支える物理的な背景など、みなさんに関わってきます。物理を楽しくしっかりと
理解し、大学入試、そしてその先へ進んでいってほしいと考えています。一緒に頑張っていきましょう！

懇切丁寧な説明と、きれいで速い板書ゆえ、物理が苦手な人から医学部志望者まで幅広く満足度が高い。
身近な例や工夫を交えてわかりやすく展開する授業で、物理の面白さを伝える。現、大手予備校講師。

PROFILE

宮下 典男先生

漢文力アップ→国語の総得点
大幅アップで「国語の達人」に！
漢文とは、中国語であり、中国文学です。授業ではその点に着目し、様 な々漢文を速解し、あらゆる設問に即答す
るための文法力･語彙力･文脈把握の技術を身につけていきます。また、漢文とは入試科目であるだけではありませ
ん。日本語の語彙の宝庫であり、さらには、中国という（ホントは）面白い隣国を知る国際科目でもあるのです。つまり、
漢文とは一生使える教養の源泉なのです。是非漢文をやりましょう。超初心者も熱烈歓迎！

正しく学べば短期間で高得点をねらえるのが漢文。暗記では対応できない入試漢文が増加中。
基本から高得点の獲得まで鍛え上げてくれる、漢文界の名物講師。現大手予備校講師。

PROFILE
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生
物

野島 博之先生

日本史に野島あり！ 
最強の講義！
僕たちは快適さや豊かさを享受する一方で、負の荷物もたくさん背負ってしまいました。無数の模索や奮闘にも
かかわらず、破滅と隣り合わせという文明状況が解消されることはないでしょう。人類とは常に、一打逆転サヨナラ
負けのピンチを次世代に託すことで高次化してきた動物なのです。勉強することの最大の意味はここにあります。
自らの使命を少しずつ感じとり、まもなく知力を尽くした一球を投じる――、そのために進みましょう。

学者レベルの知識から展開される興味深い授業は受験生から“神” とまであがめられる。
加えて、常に生徒に寄り添う精神の持ち主で、現場をよく知る者だけが発することのできる的確なエールは父母からも圧倒的な支持がある。

PROFILE

斎藤 整先生

「つながる世界史」で
楽々攻略！
「世界史って暗記すること多いし、流れも全然分かんないし……」という皆さん、ご安心ください。コツさえ分かれば、
世界史をアッという間に得点源にすることは可能です。「コツってどうせ語呂合わせでしょ」とは言わせません。どんな
小さな事件にも「つながり」があり、「つながり」をつかめれば暗記も楽になり、ドンドン世界史が楽しくなってきます。
しっかりした「理解」という土台の上に立っての「暗記」が、世界史の鉄則です！

世界史の「つながり」と「流れ」を浮かび上がらせる、ダイナミックな解説に定評あり。エピソードも豊富に盛り込む濃密な講義で受験生を魅了する。
専門はイスラーム史や文化史。歴史人物伝などのテーマで講演も可能。

PROFILE

山川 喜輝先生

生命現象の理解で
合格力獲得！
生物の学習で大切なのは、覚えたことを体系化することです。「呼吸」、「遺伝子」、「進化」…と断片的に覚えた
知識は、たとえるなら大海原に点在する島々。これらの島 に々橋をかけることが、知識の体系化です。体系化された
知識はそう簡単に忘れることはなく、新たな知識に対しても、その背後に働くしくみを推察できます。生物は“知識科
目”ではなく“考える科目”です。私の授業で、“生物の考え方”を身につけましょう。

「生物」の原理・原則をわかりやすく丁寧に教えてくれる指導者として絶大な支持を受けている。
豊富な専門知識を持ち、大学受験の生物のみならず、最先端の生物学を分かりやすく講義、講演する。現、大手予備校講師。

PROFILE

新しい大学入試制度においても変わりません。

あなたを
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新しい大学入試制度においても変わりません。

あなたを
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最
初
の
試
験
に

挑
む
キ
ミ
に

知識
・
技能

思考力
・
判断力
・
表現力

共通テストに必要な知識を整理し
定着させる練成ユニット

共通テスト形式の問題演習でアウトプット
する能力を鍛える実戦ユニット

+

大学入学共通テスト
対策講座

配信
開始

配信
開始

2020年 2020年
7月 11月
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教科 講座
コード 講座名 レベル

基礎←—→応用
年間授業ユニット数

練成 実戦

英
語

3EQ 大学入学共通テスト 英語 [ リーディング ] ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3ELQ 大学入学共通テスト 英語 [ リスニング ] ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

数
学

3M1Q 大学入学共通テスト 数学Ⅰ・Ａ ★★★★★ 2 ユニット 2 ユニット

3M2Q 大学入学共通テスト 数学Ⅱ・Ｂ ★★★★★ 2 ユニット 2 ユニット

国
　
語

3LGQ 大学入学共通テスト 現代文 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3LCQ 大学入学共通テスト 古文 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3LKQ 大学入学共通テスト 漢文 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

理
　
科

3PQ 大学入学共通テスト 物理 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3CKQ 大学入学共通テスト 化学基礎 ★★★★★ ― 1ユニット

3CQ 大学入学共通テスト 化学 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3BKQ 大学入学共通テスト 生物基礎 ★★★★★ ― 1ユニット

3BQ 大学入学共通テスト 生物 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3UKQ 大学入学共通テスト 地学基礎 ★★★★★ ― 1ユニット

地
歴
・
公
民

3JQ 大学入学共通テスト 日本史Ｂ ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3WQ 大学入学共通テスト 世界史Ｂ ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3GQ 大学入学共通テスト 地理Ｂ ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3SQ 大学入学共通テスト 政治経済 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3RQ 大学入学共通テスト 倫理 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

3YQ 大学入学共通テスト 現代社会 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

  大学入学共通テスト対策講座
授業時間 (1 回 )120 分　1ユニット授業回数 4 回

授業時間 (1 回 )90 分　1ユニット授業回数 5 回
教科 講座

コード 講座名 レベル
基礎←—→応用

年間授業ユニット数
練成 実戦

英語 G3EQ 学研 大学入学共通テスト 英語 ★★★★★ 4 ユニット 2 ユニット

数学
G3M1Q 学研 大学入学共通テスト 数学Ⅰ・Ａ ★★★★★ 2 ユニット 2 ユニット

G3M2Q 学研 大学入学共通テスト 数学Ⅱ・Ｂ ★★★★★ 2 ユニット 2 ユニット

国語
G3LGQ 学研 大学入学共通テスト 現代文 ★★★★★ 2 ユニット 2 ユニット

G3LCQ 学研 大学入学共通テスト 古文 ★★★★★ ― 2 ユニット

G3LKQ 学研 大学入学共通テスト 漢文 ★★★★★ 1ユニット 1ユニット

理科

G3PKQ 学研 大学入学共通テスト 物理基礎 ★★★★★ ― 1ユニット

G3PQ 学研 大学入学共通テスト 物理 ★★★★★ 4 ユニット 2 ユニット

G3CKQ 学研 大学入学共通テスト 化学基礎 ★★★★★ ― 1ユニット

G3CQ 学研 大学入学共通テスト 化学 ★★★★★ 4 ユニット 2 ユニット

G3BKQ 学研 大学入学共通テスト 生物基礎 ★★★★★ ― 1ユニット

G3BQ 学研 大学入学共通テスト 生物 ★★★★★ ― 2 ユニット

地歴
G3JQ 学研 大学入学共通テスト 日本史 ★★★★★ ― 2 ユニット

G3WQ 学研 大学入学共通テスト 世界史 ★★★★★ ― 2 ユニット

G3GQ 学研 大学入学共通テスト 地理 ★★★★★ ― 2 ユニット

※大学入学共通テスト対策講座の講座内容詳細については『2020 年ウイングネット 夏期講習 学習・講座ガイド』に掲載します。

  大学入学共通テスト対策講座

大学入学共通テスト直前期に、ウイングネット講師陣がキミに贈る最終奥義！

大学入学共通テストファイナル
配信
開始

2020年
12月

予想問題 講義＋
本番と同じ時間割で実施！ ウイングネットのトップ講師

による的確な解説 43



教科 講座
コード 通年基幹授業・講座名 講 師 レベル

基礎←—→応用
年間授業回数

直前 講座ガイド
練成 夏期 実戦

英
　
語

３EB  私大英語（基礎）  丸山 大地 ★★★★★ 10 ユニット 3 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.45

３ES  私大英語  石橋 渉 ★★★★★ 10 ユニット 3 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.45

３EN  難関私大英語  石橋 渉 ★★★★★ 10 ユニット 3 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.46

3EWK  早慶大英語  石橋 渉 ★★★★★ — — 4 ユニット 2 ユニット P.46

３EK  国公立大英語  石橋 渉 ★★★★★ 10 ユニット 3 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.47

数
　
学

３MB  入試理系数学（基礎）  城能 博 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.49

３MS  入試理系数学  天野 貴宣 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.49

３NS  入試数学ⅠＡ・Ⅱ B  城能 博 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.50

３NN  難関大数学ⅠＡ・Ⅱ B  市川 進 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.51

国
　
語

３LGB  入試現代文（基礎）  児玉 克順 ★★★★★ 5 ユニット 1ユニット 2 ユニット 1ユニット P.52

３LGS  入試現代文  児玉 克順 ★★★★★ 5 ユニット 1ユニット 2 ユニット 1ユニット P.52

3LGW  早大国語（現代文）  児玉 克順 ★★★★★ — — 2 ユニット 1ユニット P.52

３LCB  入試古文（基礎）  野村 静 ★★★★★ 5 ユニット 1ユニット 2 ユニット 1ユニット P.53

３LCS  入試古文  山岡 俊也 ★★★★★ 5 ユニット 1ユニット 2 ユニット 1ユニット P.53

3LCW  早大国語（古文・融合文）  山岡 俊也 ★★★★★ — — 2 ユニット 1ユニット P.53

3K  入試漢文  山岡 俊也 ★★★★★ 1ユニット — 1ユニット — P.54

理
　
科

３P  入試物理  田中 義一 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.55

３C  入試化学  吉村 直樹 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.56

３B  入試生物  三浦 忠義 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.57

地
歴
・
公
民

３J  入試日本史  中務 康弘 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.58

３J2  入試日本史（基礎）  佐藤 四郎 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.58

３W  入試世界史  鈴木 悠介 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.60

３S  入試政治経済  北峯 一郎 ★★★★★ 10 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 2 ユニット P.59

  通年基幹授業
授業時間（1 回）　120 分（講義 90 分＋定着講義または発展講義 30 分）　１ユニット授業回数 4 回

授業時間（1 回）　90 分　１ユニット授業回数 5 回

教科 講座
コード 通年基幹授業・講座名 講 師 レベル

基礎←—→応用
年間授業回数

直前 講座ガイド
練成 夏期 実戦

英語 G3EK  学研 難関国公立大英語 竹岡 広信 ★★★★★ 8 ユニット 1ユニット 4 ユニット 1ユニット P.47

数学 G3M  学研 難関大理系数学 小山 功 ★★★★★ 8 ユニット 1ユニット 4 ユニット 1ユニット P.50

国語

G3LGK  学研 難関国公立大現代文 池上 和裕 ★★★★★ 2 ユニット 1ユニット 2 ユニット 1ユニット P.53

G3LCB  学研 基礎強化古文ゼミ 荻野 文子 ★★★★★ 2 ユニット 2 ユニット 2 ユニット 1ユニット P.54

G3LC  学研 難関大古文ゼミ 荻野 文子 ★★★★★ 2 ユニット 2 ユニット 2 ユニット 1ユニット P.54

G3LK  学研 難関大漢文 宮下 典男 ★★★★★ 1ユニット — 1ユニット — P.54

理科
G3P  学研 難関大物理 高橋 法彦 ★★★★★ 8 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 1ユニット P.55

G3C  学研 難関大化学 鎌田 真彰
（元学研プライムゼミ講師） ★★★★★ 8 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 1ユニット P.56

G3B  学研 難関大生物 山川 喜輝 ★★★★★ 8 ユニット — 4 ユニット 1ユニット P.57

歴史
G3J  学研 難関大日本史 野島 博之 ★★★★★ 8 ユニット 2 ユニット 4 ユニット 1ユニット P.59

G3W  学研 難関大世界史 斎藤 整 ★★★★★ 8 ユニット 1ユニット 4 ユニット 1ユニット P.60

  通年基幹授業

授業時間（1 回）90 分　1ユニット授業回数 5 回

教科 講座
コード 講座名 講 師 レベル

基礎←—→応用
年間授業回数

直前 講座ガイド
練成 夏期 実戦

英語 G3ET 東大英語 竹岡 広信 ★★★★★ — — 4 ユニット 1ユニット P.61

数学
3MT 東大理系数学 市川 進 ★★★★★ — — 4 ユニット 1ユニット P.61

3NT 東大文系数学 市川 進 ★★★★★ — — 4 ユニット 1ユニット P.61

国語
G3LGT 東大現代文 池上 和裕 ★★★★★ — — 1ユニット 1ユニット P.61

3LCT 東大古典 山岡 俊也 ★★★★★ — — 2 ユニット 1ユニット P.62

理科
G3PT 東大物理 高井 隼人 ★★★★★ — 1ユニット — 1ユニット P.62

G3CT 東大化学 鎌田 真彰
（元学研プライムゼミ講師） ★★★★★ — 1ユニット — 1ユニット P.62

歴史
G3WT 東大世界史 斎藤 整 ★★★★★ — 1ユニット — 1ユニット P.62

G3JT 東大日本史 野島 博之 ★★★★★ — — 4 ユニット 1ユニット P.62

  ・  東大対策講座
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その他の科目に割り当てる時間の確保にも繋が
るのです。
高２の内に、難関大学合格に必要な基礎力を完
成させましょう。

40時間完成　看護・医療系の数学Ⅰ・Ａ

講座コード MEDM
授業時間・回数 20分×120回

講座種別 「高校生ベーシックウイング」

学習単元

数と式
2次関数
三角比と図形
場合の数・確率・整数の問題

30時間完成　看護・医療系の生物基礎

講座コード MEDB
授業時間・回数 20分×90回

学習単元

生物の特徴 
遺伝子とそのはたらき 
生物の体内環境とその維持
植生の多様性と分布
生態系とその保全

30時間完成　看護・医療系の英語

講座コード MEDE
授業時間・回数 20分×90回

講座種別 「高校生ベーシックウイング」

講座種別 「高校生ベーシックウイング」

学習単元

文法・語法編
英作文編
長文読解編 
単語・発音・アクセント編
会話文編

看護・医療系の短大・専門学校で出題される問題には４年制大学入試とはまた違った傾向があります。
本講座は定評がある学研の参考書シリーズ「メディカルＶブックス」をテキストとして使用し、看護・医療系短大・
専門学校入試を目指す受験生のために必要な知識と問題演習を基本から丁寧に解説します。

看護・医療系短大・専門学校対策講座
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国公立大、難関私立大対策

最難関・難関国公立大、最難関・難関私立大対策

志望系統別 受講講座 このモデルに合わせて受講し、合格を勝ち取ろう！

１ユニット 90 分× 4 回

EDIAN
志望系統 志望大学 科目  受講講座  ガイド頁

最難関
国公立大

東京　京都　東京工業　一橋　大阪　名古屋　北海道　九州　
国公立大医学部医学科

英語 難関大英語 高２ P.67

数学 難関大数学 高２ P.68

現代文 高２国語（現代文） P.67

古文 高２国語（古文） P.68

難関国公立大
筑波　千葉　横浜国立　横浜市立　お茶の水女子　
東京外国語　東京都立　東京学芸　東京農工　名古屋市立　
京都府立　大阪府立　大阪市立　神戸　広島

英語 難関大英語 高２または高２英語 P.67

数学 難関大数学 高２または高２数学 P.68

現代文 高２国語（現代文） P.67

古文 高２国語（古文） P.68

国公立大
弘前　岩手　宮城　秋田　山形　福島　茨城　宇都宮　群馬　
高崎経済　電気通信　埼玉　新潟　富山　金沢　福井　山梨　
都留文科　信州　岐阜　静岡　名古屋工業　三重　滋賀
奈良女子　和歌山　鳥取　島根　岡山　山口　徳島　香川　
愛媛　高知　佐賀　長崎　熊本　大分　宮崎　鹿児島　琉球　
他

英語 高２英語 P.67

数学 高２数学 P.68

現代文 高２国語（現代文） P.67

古文 高２国語（古文） P.68

最難関私立大 早稲田　慶應　上智　最難関私大医学部

英語 難関大英語 高２ P.67

数学 難関大数学 高２ P.68

現代文 高２国語（現代文） P.67

古文 高２国語（古文） P.68

難関私立大
明治　青山学院　立教　学習院　中央　法政　東京理科
同志社　関西　関西学院　立命館　津田塾　東京女子
日本女子　難関私大医学部　難関私大薬学部
難関私大歯学部　他

英語 難関大英語 高２または高２英語 P.67

数学 難関大数学 高２または高２数学 P.68

現代文 高２国語（現代文） P.67

古文 高２国語（古文） P.68

科目 講座
コード 講座名 講　師

レベル

基礎←—→応用
授業時間
（1 回）

年間
ユニット数 予習 ユニット

定着テスト
講座

ガイド

英
　
語

２Ｅ 高２英語 石橋　渉 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 12 ユニット 不要 P.67

Ｇ２Ｅ 学研 難関大英語 高２
前田　稔和

S・リッチモンド ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 12 ユニット 不要 P.67

数
　
学

２Ｍ 高２数学 天野　貴宣 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 12 ユニット 不要 P.68

Ｇ２Ｍ 学研 難関大数学  高２ 五藤　勝己 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 12 ユニット 不要 P.68

国
　
語

２ＬＧ 高２国語（現代文） 児玉　克順 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 7 ユニット 要 P.67

２ＬC 高２国語（古文） 山岡　俊也 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 7 ユニット 不要 P.68
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EDIAN
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科目 講座
コード 講座名 講　師

レベル

基礎←—→応用
授業時間
（1 回）

年間
ユニット数 予習 ユニット

定着テスト
講座

ガイド

英
　
語

１Ｅ 高１英語 丸山　大地 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 14 ユニット 不要 P.71

Ｇ１Ｅ 学研 難関大英語 高１
前田　稔和

S・リッチモンド ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 14 ユニット 不要 P.71

数
　
学

１Ｍ 高１数学 城能　博 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 14 ユニット 不要 P.72

Ｇ１Ｍ 学研 難関大数学 高１ 五藤　勝己 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 14 ユニット 不要 P.72

国
　
語

１ＬＧ 高１国語（現代文） 児玉　克順 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 8 ユニット 要 P.73

１ＬC 高１国語（古文） 志摩邑　悟 ★ ★ ★ ★ ★ 90 分 8 ユニット 不要 P.73

国公立大、難関私立大対策

最難関・難関国公立大、最難関・難関私立大対策

志望系統別 受講講座 このモデルに合わせて受講し、合格を勝ち取ろう！

１ユニット 90 分× 4 回

EDIAN志望系統 志望大学 科目  受講講座  ガイド頁

最難関
国公立大

東京　京都　東京工業　一橋　大阪　名古屋
北海道　九州　国公立大医学部医学科

英語 難関大英語 高１ P.71

数学 難関大数学 高１ P.72

現代文 高１国語（現代文） P.73

古文 高１国語（古文） P.73

難関国公立大
筑波　千葉　横浜国立　横浜市立　お茶の水女子
東京外国語　東京都立　東京学芸　東京農工
名古屋市立　京都府立　大阪府立　大阪市立
神戸　広島

英語 難関大英語 高１または高１英語 P.71

数学 難関大数学 高１または高１数学 P.72

現代文 高１国語（現代文） P.73

古文 高１国語（古文） P.73

国公立大
弘前　岩手　宮城　秋田　山形　福島　茨城　宇都宮　群馬　
高崎経済　電気通信　埼玉　新潟　富山　金沢　福井　山梨　
都留文科　信州　岐阜　静岡　名古屋工業　三重　滋賀
奈良女子　和歌山　鳥取　島根　岡山　山口　徳島　香川　
愛媛　高知　佐賀　長崎　熊本　大分　宮崎　鹿児島　琉球　
他

英語 高１英語 P.71

数学 高１数学 P.72

現代文 高１国語（現代文） P.73

古文 高１国語（古文） P.73

最難関私立大 早稲田　慶應　上智　最難関私大医学部

英語 難関大英語 高１ P.71

数学 難関大数学 高１ P.72

現代文 高１国語（現代文） P.73

古文 高１国語（古文） P.73

難関私立大
明治　青山学院　立教　学習院　中央　法政　東京理科
同志社　関西　関西学院　立命館　津田塾　東京女子
日本女子　難関私大医学部　難関私大薬学部
難関私大歯学部

英語 難関大英語 高１または高１英語 P.71

数学 難関大数学 高１または高１数学 P.72

現代文 高１国語（現代文） P.73

古文 高１国語（古文） P.73
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