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新しい大学入試、スタート！！

大学入学共通テスト出題方針
1. 各科目とも平均得点率が5割となるよう問題作成されます。以前のセンター試験の想定平均点が6割である

ことから問題の難度は確実に高くなります。

2. 思考力、判断力、表現力を発揮して解く問題が重視されます。

3. 課題を発見し解決方法を構想する場面、資料やデータを基に考察する場面など、学習場面を意識した問題が重
視され、対話形式の問題が多く出題されることが予想されます。

4. 英語においては、リーディングとリスニングの点数の比率が、以前のセンター試験では4：１ですが、共通テス
トでは１：１に変更になっており、英語4技能を重視する方向性が打ち出されています。

教科・主な科目 

公民

地理歴史

教科名 試験時間
国立文系

標準受験科目
国立理系

標準受験科目

●「必須科目」

 国語 200点 80分 ● ●

 世界史B  

 日本史B 

 地理B  

 現代社会  

 倫理  

 政治・経済  

 数学Ⅰ・A 100点 70分 ● ●

 数学Ⅱ・B 100点 60分 ● ●

 物理基礎  

 化学基礎  

 生物基礎  

 地学基礎  

 物理  

 化学  

 生物  

 地学  

 英語（リーディング） 100点 80分 
● ●

 英語（リスニング） 100点 60分

 

国語

満点科目名

外国語

理科②

理科①

数学

100点
2科目
選択

1科目選択
60分

2科目選択
130分

(解答時間は120分)

1科目選択
60分

2科目選択
130分

(解答時間は120分)

2科目
選択

2科目選択
60分

2科目
選択

8科目 7科目

1科目
選択

50点

100点

２０２0年より大学一般入試が一般選抜へと変更となりました。これまでの一般入試では筆記試験の点数しか問われなかったのに
対して、一般選抜では調査書と資料（志望理由書等）が判定要素に加わります。各大学はその活用方法を募集要項に明記します。

もっともオーソドックスな選抜方式で、実施は2
月が中心です。学部数の多い大規模大学の中
には、学部単位の選抜日程とは別に「全学部統
一日程」での選抜を実施する大学もあります。

「大学独自の個別試験」による選抜

受験のチャンス=合格のチャンスが増える 受験数が多いほど受験料を抑えられる

● 一般選抜のみだと…

各私立大学が指定する「大学入学共通テスト」の科目を受験し、そ
の成績で合否が決定されます。２０20年度は５００を超える私立
大学が「大学入学共通テスト」を利用した入試を実施します。私立
大学の場合、この選抜方式で受験を指定される科目数は3科目が
中心です。そのため、私立大学進学希望者の多くが「大学入学共
通テストを利用した選抜」と「大学独自の個別試験による選抜」を
併願します。

「大学入学共通テスト」を利用した選抜

私立大学の一般選抜は、大別すると以下の2種類があります。

※「個別試験」と「共通テスト」を併用するケースもあります。

私立大学「一般選抜」のしくみ

一般選抜×共通テストの併用型が狙い目！？
｠

多くの私立大学の入試科目は、上記のいずれの選抜方式においても3科目が標準です。
         「英語」「国語」「地歴または公民または数学」　　　    「英語」「数学」「理科」

私立大学は選択式が主体ですが、記述・論述形式の出題が増加することが予想されます。
英語は4技能を総合的に評価するため、英検等の英語外部試験利用の増加が予想されます。

文系 理系

国公立大学「一般選抜」のしくみ
国公立大学は「大学入学共通テスト」と大学独自の「個別試験」の合計で合否が決定されます。
国立大学を受験する場合、「大学入学共通テスト」は7科目～8科目が課されるのが標準です。
個別試験は記述・論述形式中心です。

志望大学を絞って取り組むことは、確かにそれぞれの入試の対策を行えば済み、受験料についても（１大学35,000円
前後）、多く受験しなければ抑えることができます。
しかし、ほとんどの受験生は、滑り止めとして１ランク２ランク下げた大学を受験します。｠

● 共通テストと一般選抜の併用型だと…

＜１次試験＞
前期日程（2月下旬）

後期日程（3月中旬）

＜2次試験＞

新大学入試！『大学入学共通テスト』 『一般選抜』のしくみ

※上記の科目の中から、出願する大学が指定する科目を受験します。国立大学は7～８科目、私立大学は３科目が
課されるのが標準です。

出典：大学入試センター「大学入学共通テスト」における問題作成の方向性

まず、共通テストを利用すれば目標の大学に挑戦できるチャン
スが多くなります。国公立大学は当然ながらも、私立大学にお
いても全体の90％以上が共通テスト利用入試を採用していま
す。例えば、共通テストの結果が振るわず不合格になった場合
も、後に一般選抜を受けて志望校に合格することも可能です。
一般的な受験生はこのような流れで受験することが多いです。

受験料についても、共通テストは18,000円で、私立大学の共
通テスト利用入試は、10,000～20,000円ほど。複数の大学
を受験する場合、一般選抜（１大学35,000円前後）を複数回
受験するよりも、併用型で臨んだ方が抑えられます。｠

５大学
受験の場合

一般選抜のみ…
併用型…………

175､000円
18,000円 + 20,000円 × ５ =118,000円

57,000円その差
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大学入学共通テスト対策講座
基本事項をアウトプットする力を鍛える!!

いよいよスタートした大学入学共通テスト。なかでも英語・数学・現代文は出題形式が大き
く変わり、センター試験対策とは異なる対策が必要となります。
学研プライムゼミの「ベーシック演習講座」は、共通テストで得点率65％以上を確実にするた
めに、基本事項をアウトプットする力を鍛える共通テスト対策講座です。新高３生の皆さん、
学研プライムゼミで新しく始まった共通テストを乗り越えましょう！

（筆記［リーディング］）英語
数学Ⅰ・AVo.1

（リスニング）英語
数学Ⅱ・BVo.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。

難関私立大入試問題を解答するために必要な基礎事項の深い理解が、
現時点でどのくらい身に付いているかチェックしてみましょう。

大学入学共通テストミニ模試

関関同立GMARCHミニ模試

「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。

大学入学共通テスト対策入門講座

DNE2

（リスニング）英語
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

講師 丸山大地

授業時間・回数 ９０分×4回

予習 不要

（筆記［リーディング］）英語 数学Ⅰ・数学Ａ

DNM2

数学Ⅱ・数学B
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

模試
英語  解答時間 15分

数学  解答時間 15分
解説授業

英語  受講時間 15分

数学  受講時間 15分

STEP 1

STEP 2

DNE1

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

講師 丸山大地

授業時間・回数 ９０分×4回

予習 要

DNM1

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

講師 城能 博

授業時間・回数 ９０分×4回

予習 不要

講師 城能 博

授業時間・回数 ９０分×4回

予習 不要
※各講座の内容は変更となることがあります。

講座コード

講座コード

講座コード

講座コード

事前に実施された試行調査の問題では、図表やイラストなどを読み解く問題や
長文読解が多くなり、また、リスニング問題も同配点となり分量が増加。この「英
文を読む・聞く力が総合的に試される」テストに向け、読解やリスニングの演
習を通して“確実な英語力”が身につく講義を行います。

英語
授業時間・回数 ９０分×5回

予習 要予習

共通テスト対策　ベーシック英語講座コード G3EBQ

事前に実施された試行調査での問題からは、「日常生活や社会事象を数理的に
捉え、それに対して問題を提起した上で解決する力を問う」という出題意図が
読み取れます。本講座では、試行調査の出題内容を踏まえて、オリジナル問
題などを交えながら問題演習中心の講義を行います。

数学Ⅰ・A
授業時間・回数 ９０分×5回

予習 要予習

共通テスト対策　ベーシック数学Ⅰ・Ａ講座コード G3M1BQ

事前に実施された試行調査での問題からは、「会話文の中で日常生活を数理的
に捉え、それに対して問題を提起した上で解決する力を問う」という出題意図
が読み取れます。本講座では、試行調査の出題内容を踏まえて、オリジナル問
題などを交えながら問題演習中心の講義を行います。

数学Ⅱ・B
授業時間・回数 ９０分×5回

予習 要予習

共通テスト対策 ベーシック数学Ⅱ・B講座コード G3M2BQ

記述式問題をはじめ、現代文の試行調査の出題形式には、センター試験からい
くつかの変更がありました。ただ、「時間内に課題を正確に読み、論理的に正答
を導く力を問う」という方向性は変わりません。本講座では、普遍的な正しい「読
み方」「解き方」の演習を行います。

現代文
授業時間・回数 ９０分×5回

予習 要予習

共通テスト対策　ベーシック現代文講座コード G3LGBQ

各教科解答時間 15分 解説授業 15分 各教科解答時間 15分 解説授業 15分

大学入試へ向けてまずはここから！
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大学入学共通テスト対策入門講座

DNE2

（リスニング）英語
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

講師 丸山大地

授業時間・回数 ９０分×4回

予習 不要

（筆記［リーディング］）英語 数学Ⅰ・数学Ａ

DNM2

数学Ⅱ・数学B
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

模試
英語  解答時間 15分

数学  解答時間 15分
解説授業

英語  受講時間 15分

数学  受講時間 15分

STEP 1

STEP 2

DNE1

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
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予習 要

DNM1

第１回  数と式・２次関数　
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第3回  整数の性質
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予習 不要
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授業時間・回数 ９０分×4回
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※各講座の内容は変更となることがあります。

講座コード

講座コード

講座コード

講座コード

事前に実施された試行調査の問題では、図表やイラストなどを読み解く問題や
長文読解が多くなり、また、リスニング問題も同配点となり分量が増加。この「英
文を読む・聞く力が総合的に試される」テストに向け、読解やリスニングの演
習を通して“確実な英語力”が身につく講義を行います。

英語
授業時間・回数 ９０分×5回

予習 要予習

共通テスト対策　ベーシック英語講座コード G3EBQ

事前に実施された試行調査での問題からは、「日常生活や社会事象を数理的に
捉え、それに対して問題を提起した上で解決する力を問う」という出題意図が
読み取れます。本講座では、試行調査の出題内容を踏まえて、オリジナル問
題などを交えながら問題演習中心の講義を行います。

数学Ⅰ・A
授業時間・回数 ９０分×5回

予習 要予習
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事前に実施された試行調査での問題からは、「会話文の中で日常生活を数理的
に捉え、それに対して問題を提起した上で解決する力を問う」という出題意図
が読み取れます。本講座では、試行調査の出題内容を踏まえて、オリジナル問
題などを交えながら問題演習中心の講義を行います。

数学Ⅱ・B
授業時間・回数 ９０分×5回

予習 要予習

共通テスト対策 ベーシック数学Ⅱ・B講座コード G3M2BQ

記述式問題をはじめ、現代文の試行調査の出題形式には、センター試験からい
くつかの変更がありました。ただ、「時間内に課題を正確に読み、論理的に正答
を導く力を問う」という方向性は変わりません。本講座では、普遍的な正しい「読
み方」「解き方」の演習を行います。

現代文
授業時間・回数 ９０分×5回

予習 要予習

共通テスト対策　ベーシック現代文講座コード G3LGBQ

各教科解答時間 15分 解説授業 15分 各教科解答時間 15分 解説授業 15分

大学入試へ向けてまずはここから！
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ますます高まる英語４技能の重要性

従来の英検®では4技能のうち1次試験で3技能（「読む」「書く」「聞く」）を測り、その合格者が2次の面接試験(「話す」)に進む
形式です。対してCBTは1日で4技能を測ることが可能となり、またパソコンで入力しながら解答したり、「話す」試験は答えを
吹き込む方式が特徴です。

● 「話す」→「読む」→「書く」→「聞く」の順に試験
● 「話す」…答えを吹き込む方式
● 「読む」「聞く」… PC上で選択した
 答えをクリックする方式
● 「書く」…キーボードで入力する方式
● 試験会場は全国15都道府県

● 「話す」→「読む」→「書く」→「聞く」の順に試験

● 「話す」…答えを吹き込む方式

● 「読む」「聞く」…従来のマークシート方式

● 「書く」…従来の手書き方式

● 試験会場は全国47都道府県112エリア

英検  
CBT®

英検2020
1day

S-CBT®

英検2020 1day S-CBT®英検CBT® って？　　　　　　　　　　　　　　  って？
トピック！

英語４技能（読む・書く・話す・聞く）のうち、コミュニケーションの土台となるにもかかわらず、学習
機会が少なくなりがちな「聞く力」「話す力」を基礎から学習する講座です。

はじめてのスピーキングはじめてのリスニング

講座コード GEFS 授業構成：45分×10回講座コード GEFL 授業構成：45分×10回
予習の有無 ： 要予習
対象 ： リスニング対策をこれから始める高校生

予習の有無 ： 要予習
対象 ： スピーキング対策をこれから始める高校生

～インプット編～
第1講　発音の注意点と母音の習得
第2講　子音の習得
第3講　アクセント・イントネーションの習得
第4講　現在・過去のことを述べる
第5講　何かの位置や性質,自分の主張・願望を述べる
～アウトプット編～
第1講　情報を正しく伝える
第2講　図やイラストを描写する（1）
第3講　図やイラストを描写する（2）
第4講　意見を述べる（1）
第5講　意見を述べる（2）

～インプット編～
第1講　消える音・つながる音(1)
第2講　消える音・つながる音(2)
第3講　変化する音
第4講　数字・金額・比較
第5講　時・否定・位置関係
～アウトプット編～
第1講　写真・図表・イラスト問題
第2講　さまざまなイラスト・図表問題
第3講　対話文完成問題
第4講　対話文の内容一致問題
第5講　モノローグ問題

（たけおか　ひろのぶ）
竹岡広信 先生

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、「学研プライムゼミ」、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。現在、私立大学で専任
准教授、「学研プライムゼミ」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、文化理解に基づ
いて英語でコミュニケーションを取る能力を指導。

英検をはじめとする検定試験のスピーキングに必要な発音の
コツや表現の知識を、基礎からしっかり学ぶ講座です。竹岡先
生とリッチモンド先生お二人による解説で、自然な言い回しや
日本人が間違いやすい表現についての理解も深まります。
前半のインプット編では、最初にマスターしたい「通じる発
音」のコツから始め、状況の描写や意見を言う時などに必要
な表現を学びます。基礎的な表現もスピーキングとなると意
外と使いこなせないものですが、場面に応じて声に出して練
習することで、確実に自分のものにしていきます。
後半のアウトプット編は、質疑応答、イラスト・ポスター説明、
スピーチなど、英検をはじめとする各種英語外部試験に対応
する様々な形式・難易度の問題を演習し、アウトプット力を高
めます。ネイティブの先生が問いかける面接動画付きで、本
番のシミュレーションをしながら練習をすることができます。

講座説明

リスニングにおいて頻出の英語表現や、特に聞き取りにくい
英語表現等を聞き取るコツを基礎から丁寧に講義します。
竹岡先生とリッチモンド先生お二人による掛け合いの講義
で、英語の発音や言い回しを随時確認しながら英語耳をき
たえることが出来ます。
前半のインプット編では、頻出の英語表現と特に聞き取りに
くい英語表現を扱い、それぞれどこに気をつけて聞けば良
いのかといったリスニングの基本から講義します。
後半のアウトプット編は、イラスト問題、対話問題、モノロー
グ問題など問題形式ごとに分かれており、それぞれの問題
を解く際のコツを講義します。英検をはじめとする各種検定
試験に対応する様々な形式・難易度のリスニング問題を演
習し、アウトプット力を高めます。

講座説明

Listening＆Speaking英語４技能対策

強力な講師陣！

2021年度の入試から「英語」科目はこれまで実施していた学部独自の試験を廃止し、大学入学共通テストのほ
か、英語4技能を適正に測ることができる外部試験を全面的に導入することを決めました。（ただし、文学部は個別
試験で独自の英語試験を導入することになっています）
過去2年間の外部試験で一番いいスコアを提出できるようになるため、早いうちから英検などの勉強に取り組み、
複数回受験した人が断然有利な入試制度になったと言っていいでしょう。
立教大学を始め、今後も各大学で様々な対応を取り始めることが予想されます。自分の志望する大学の情報を
しっかり調べておくと良いでしょう。

例：立教大学私大入試の英語はどう変わる？

※大学受験パスナビ調べ
（2018年1月～2月実施）入試で利用しようとしている検定（全学年計）

一般入試 推薦・AO ※アンケート回答者1,441人のうち「外部検定を入試で利用する」と回答した人に対しての質問（回答者651人）
※複数回答。　※高３・浪人生には2017年度に受験した検定を質問。

100%

英検

89.0
93.3

TEAP IELTS TOEFL TOEIC GTEC CBT GTEC Cambridge英検 その他

50%

0%

16.2

1.5 2.3
8.3

2.9
12.8

1.4 0.2
6.0 4.5

9.7 10.4
3.7

15.7

2.2 0.0

約9割が「英検®」を予定

外部検定利用入試に英検®が選ばれている

約15%
準１級

約25%
2級

約36%
準2級

※大学受験パスナビ調べ
（ただし、日本英語検定協会からは非公表）

だから、
準備が必須。

意外と低い英検®合格率
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8.3

2.9
12.8

1.4 0.2
6.0 4.5

9.7 10.4
3.7

15.7

2.2 0.0

約9割が「英検®」を予定

外部検定利用入試に英検®が選ばれている

約15%
準１級

約25%
2級

約36%
準2級

※大学受験パスナビ調べ
（ただし、日本英語検定協会からは非公表）

だから、
準備が必須。

意外と低い英検®合格率
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３級対策　英検®パスコース

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。 ※ELST®は株式会社サインウェーブの登録商標です。
※本アプリ内のコンテンツは、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。

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。

●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】

「面接ってどう対策したらいいの？」「人前で失敗するのはイヤだなぁ…」
と心配になっているあなたに！
ELST®のバーチャル面接は、録音した回答をAIが判定します。
何回失敗しても大丈夫！確実に各種問題に慣れていきましょう！

講座コード EKZ20 映像授業：60分×15回

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
第９講　ライティング編③

学研英検®ゼミ　準１級対策講座

学研英検®ゼミ　２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】

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

映像授業：60分×15回

出題形式１　筆記１ 単語・熟語・文法
出題形式２　筆記２ 会話文
出題形式３　筆記３A・B 長文（語句空所補充）
出題形式４　筆記４A・B 長文（内容一致選択）
出題形式５　筆記5 英作文

講座コード EKP21 20分×22回

出題形式１ 　筆記１  単語・熟語・文法
出題形式２ 　筆記２  会話文
出題形式３ 　筆記３A 長文読解（掲示）
出題形式４ 　筆記３B 長文読解（手紙文・Eメール）
出題形式５ 　筆記３C 長文読解（説明文）

講座コード EKP30 20分×24回

ご　い

英検 を突破するために 英検 二次試験対策はELST で！

音読 文章からの読み取り問題

正しい発音、かつ単語を読み飛ばさず、自然な
流れで音読できているかを確認できます。

質問に対する回答を文章から読み取り、答えられ
ているかを確認できます。

絵に関する問題 意見を述べる問題

絵に関する問題であっても、AI が回答内容を評
価し充分に回答できているかを確認することが
できます。

自身の意見や体験をもとに回答する問題形式で
も、AI による評価が可能ですので、一人でも対
策できます。

操作イメージ動画はコチラ

いつでも どこでも 
何度でも！

出題形式６　リスニング①（第１部）
出題形式７　リスニング②（第２部）
出題形式８　リスニング③（第３部）
模擬テスト

出題形式６ 　筆記４  英作文
出題形式７ 　リスニング①（第１部）
出題形式８ 　リスニング②（第２部）
出題形式９ 　リスニング③（第３部）
模擬テスト

英検®パスコース　準２級対策講座

英検®パスコース　３級対策講座
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３級対策　英検®パスコース

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。 ※ELST®は株式会社サインウェーブの登録商標です。
※本アプリ内のコンテンツは、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。

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。
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と心配になっているあなたに！
ELST®のバーチャル面接は、録音した回答をAIが判定します。
何回失敗しても大丈夫！確実に各種問題に慣れていきましょう！
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出題形式３　筆記３A・B 長文（語句空所補充）
出題形式４　筆記４A・B 長文（内容一致選択）
出題形式５　筆記5 英作文

講座コード EKP21 20分×22回

出題形式１ 　筆記１  単語・熟語・文法
出題形式２ 　筆記２  会話文
出題形式３ 　筆記３A 長文読解（掲示）
出題形式４ 　筆記３B 長文読解（手紙文・Eメール）
出題形式５ 　筆記３C 長文読解（説明文）

講座コード EKP30 20分×24回

ご　い

英検 を突破するために 英検 二次試験対策はELST で！

音読 文章からの読み取り問題

正しい発音、かつ単語を読み飛ばさず、自然な
流れで音読できているかを確認できます。

質問に対する回答を文章から読み取り、答えられ
ているかを確認できます。

絵に関する問題 意見を述べる問題

絵に関する問題であっても、AI が回答内容を評
価し充分に回答できているかを確認することが
できます。

自身の意見や体験をもとに回答する問題形式で
も、AI による評価が可能ですので、一人でも対
策できます。

操作イメージ動画はコチラ

いつでも どこでも 
何度でも！

出題形式６　リスニング①（第１部）
出題形式７　リスニング②（第２部）
出題形式８　リスニング③（第３部）
模擬テスト

出題形式６ 　筆記４  英作文
出題形式７ 　リスニング①（第１部）
出題形式８ 　リスニング②（第２部）
出題形式９ 　リスニング③（第３部）
模擬テスト

英検®パスコース　準２級対策講座

英検®パスコース　３級対策講座
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変わる推薦入試

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されます。
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？

小論文・志望理由書
対策講座

合格への
自己表現を高める！

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

講義 添削
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変わる推薦入試

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
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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されます。
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。
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新高1生のキミへ

学習スタートは高校 入学時から！

ベーシック講座
「新高1応援メッセージ」 高校の授業に対する不安を解消

「高校数学の学習法」 城能 博先生 高校生活スタートから数学を得意にする!

「高校英語の学習法」 丸山 大地先生 英語は一つの教科。英語力を変える方法!

「新高1応援ベーシック」 高校での学習の「はじめの一歩」が体験できる体験講座

スタートダッシュ講座
教　科 英語、数学

進学先のレベルに合わせて多様なコースを
設けています。塾で高校の予習をする「勉強
の型」を定着させること、学習意欲と習慣を
維持し、初めての中間テストで高得点を取る
ことが目的の講座です。最初の中間テストま
での範囲を含んでいます。

英語

・ 文の種類／文型と動詞
・ 時制
・ 助動詞
・ リスニング

数学Ⅰ･A

・ 式の計算
・ 実数
・ １次不等式・絶対値
・ 場合の数

数学Ⅰ･A（基礎）

・ 式の計算
・ 実数
・ １次不等式
・ 場合の数

新高1応援講座高1生のための必須講座

職業選択 学部・学科選択 大学選択

医・歯・薬・看護・福祉系統 家政・生活科学・栄養・児童系

農・水産・畜産・獣医系統
理学系統

数学・物理・化学・生物など

工学系統
機械・電気・建築・材料など

人文科学系統
文・人文・外国語・国際など

社会科学系統
法・経済・経営・商など

自分が将来どんな職業・フィールドで活躍したいのか？そのためにはどの大学で何を学べばいいのか？を考えながら勉
強することは非常に重要です。「未来の自分」を意識しながら勉強して、なりたい自分を実現しましょう！

「未来の自分と大学」を考えてみる

数学についていけなくなった時期アンケート

中学1年 高校1年

30

20

50

40

0

10

41.0%

約半数が高校１年生でついていけなくなります。

8.5%

進学後の校内偏差値分布（Ｃ高校）

高校１年
１学期

高校２年
１学期

50

40

 偏差値 70

60

30

60
70

35

55

１年間で学力は大きく変わります。

1年後

高1生が目指すべき目標
『定期テストで高得点』と『英語4技能対策』

なぜ勉強するのか？その答えのひとつが「将来の選択肢の幅を広げるため」です。勉強はすればするほどあ
なたをより高いステージに引き上げてくれます。すると勉強する前には見ることのできなかった視界が開
け、あなたの将来の選択肢の幅が広がっていきます。あこがれの大学進学と更にその先に向けて、日々の
学習にも目標を設定しましょう。それは「定期テスト高得点」と「英語4技能の習得」です。

定期テストで高得点！！

国公立大学合格を目指す場合、大学入学共通テストで7科目または8科目が課されます。これだけの科目
の対策を部活が終わる高３の夏から開始しても間に合いません。大切なことは「定期テスト高得点」を目標
に、日頃の勉強において教科書完全理解を心がけることです。特に、数学は高1生がスタート時に躓きやす
い科目です。ベーシックマスター数学を通して教科書の内容を予習、復習することできちんと理解して、最
初の中間テストを乗り切りましょう！

英語4技能の習得と継続学習の開始！！

英語4技能のレベルを「出願資格」または「加点要素」として使用する私立大学が増えてくることが予想され
ます。これら4技能は一朝一夕で身に付けられるものではなく、習得には継続した学習と訓練が必要となり
ます。ベーシックマスター英語の継続学習を通して、確かな4技能を身につけていきましょう！
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定期テスト対策

定期テスト高得点を叶える勉強法

部活と両立させながら！

　　　　　　　 には
定期テスト予想問題が  豊富！

大学受験勉強を本格的に始める際、
効率的に復習することで１から勉強しなくて済む。

1

しっかり高得点を取っていれば、当然内申点もいい成績が残せる。2
選抜入試へチャレンジする選択肢が増える。3

● 毎日の勉強を大学受験につなげるよう意識する
● 万全の準備をもって定期テストで高得点を取る

大切な
こと

志望校合格が実現できる！

※各科目の単元内容については高校生ベーシックウイング学習・講座ガイドをご覧ください。

多くの国公立大学は、大学入学共通テストの受験科目として７科目または８科目を課します。
高３の部活終了後からそれだけの科目数の対策を始めて、高得点を取るのは至難の業です。
高３になってから勉強しなくて済むように、定期テストで高得点をキープすることが重要ポイントです。

テ
ス
ト
本
番

4 ノートを見ずに
解けるようにな
るまで2➡3を
繰り返します。

4 ノートを見ずに
解けるようにな
るまで2➡3を
繰り返します。
そして「定期テ
スト対策演習」
へ臨もう！

3 ベーシックウイング
定期テスト対策授業を受講（20分）

3 ベーシックウイング
練習問題の解説授業を受講（20分）

ベーシックウイング
定期テスト対策演習を解く（30分）2

ベーシックウイング
練習問題を解く（30分）2

自信のある
キミは…

自信が今一つ
なキミは…

1 定期テストの範囲を確認

めざせ！定期テスト高得点！

◯◯高校
△学期 期末テスト  範囲

・不定詞
・動名詞
・◎◎◎◎
・◎◎◎◎

英 語

・◎◎◎◎
・◎◎◎◎

数 学

演習単元をチェック！
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部活と両立させながら、

で そして大学入学共通テスト高得点
定期テスト高得点、

高校数学

高校英語

高校理科

高校国語

高校社会

共通テスト対策
「共通テスト実戦力強化」を目的とした、
共通テスト頻出問題の解説授業です。解法が
マスターでき、「ベーシックマスター」で培った基
礎力を、共通テストで高得点を取るための実戦
力にまで高めることができます。

「教科書完全理解」を目的とした授業です。
学習テーマが細分化されているので、学校の授
業進度に合わせて自在に勉強することができ
ます。さらに「定期テスト対策」も万全です。

ベーシックマスター

定期テスト高得点！

大学入学共通テスト高得点！

　多くの国公立大学は、大学入学共通テストの受験科目として７科目または８科目を課します。高３
の部活終了後からそれだけの科目数の対策を始めて、高得点を取ることは至難の業です。
　大切なことは、毎日の勉強を大学受験につなげるように意識すること。そして、定期テストには万
全の準備で臨んで高得点を取ること。この積み重ねで、難しいと思っていた志望大学合格を実現させ
ることができます。
　ベーシックウイングは、毎日の勉強を効率よく大学受験につなげることができ、“部活”と“志望大
学合格”を両立させる授業です。

毎日の勉強を大学受験につなげる

ベーシックマスター、共通テスト対策とも１回の授業時間
は２０分、1.４倍速で受講すれば１５分弱です。集中力が続
き、学習効果抜群です。

1回20分の映像授業

部活で疲れていても
集中できる！

だから！

新しく習うことを解説する「例題解説授業」は予習をして
いないことを前提に授業を進めます。

予習不要

忙しい高校生も
無理なく勉強できる！

だから！

学校の授業の予習として受講すると、学校の授業がよく
わかるようになります。学校の課題もスラスラ解けて、定
期テストでも高得点が取れます。

学習テーマが細分化

学校の授業に合わせて
勉強できる！

だから！

ベーシックマスターの「定期テスト対策問題」は、定期テストで
よく出る問題で構成されています。テスト直前期に集中受講す
ることで、定期テストで高得点が取れる実力が身につきます。

定期テスト対策が充実

部活をしながらでも
定期テスト高得点が取れる

だから！

出題が予想される単元別の問題演習を通じて、共通テストを解く
のに必要な知識と解法を整理し、その定着を図る授業です。単元
別の問題演習をマスターしたのちに、共通テスト形式演習を実施
することで、共通テスト独特の問題形式での解法を学習できます。

出題が予想される単元別問題を演習

短期間で
必要な知識と解法を整理！

だから！

単元別問題演習で判明した弱点は、ベーシックマスター
ですぐ補強できます。ベーシックマスターを上手に組み合
わせることで、ムダなく、共通テストでの得点力をアップ
させることができます。

弱点はすぐカバーできる

効率良く
共通テスト得点力アップ！

だから！

ベーシックマスターベーシックウイング講座

共通テスト対策
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部活と両立させながら、

で そして大学入学共通テスト高得点
定期テスト高得点、

高校数学

高校英語

高校理科

高校国語

高校社会

共通テスト対策
「共通テスト実戦力強化」を目的とした、
共通テスト頻出問題の解説授業です。解法が
マスターでき、「ベーシックマスター」で培った基
礎力を、共通テストで高得点を取るための実戦
力にまで高めることができます。

「教科書完全理解」を目的とした授業です。
学習テーマが細分化されているので、学校の授
業進度に合わせて自在に勉強することができ
ます。さらに「定期テスト対策」も万全です。

ベーシックマスター

定期テスト高得点！

大学入学共通テスト高得点！

　多くの国公立大学は、大学入学共通テストの受験科目として７科目または８科目を課します。高３
の部活終了後からそれだけの科目数の対策を始めて、高得点を取ることは至難の業です。
　大切なことは、毎日の勉強を大学受験につなげるように意識すること。そして、定期テストには万
全の準備で臨んで高得点を取ること。この積み重ねで、難しいと思っていた志望大学合格を実現させ
ることができます。
　ベーシックウイングは、毎日の勉強を効率よく大学受験につなげることができ、“部活”と“志望大
学合格”を両立させる授業です。

毎日の勉強を大学受験につなげる

ベーシックマスター、共通テスト対策とも１回の授業時間
は２０分、1.４倍速で受講すれば１５分弱です。集中力が続
き、学習効果抜群です。

1回20分の映像授業

部活で疲れていても
集中できる！

だから！

新しく習うことを解説する「例題解説授業」は予習をして
いないことを前提に授業を進めます。

予習不要

忙しい高校生も
無理なく勉強できる！

だから！

学校の授業の予習として受講すると、学校の授業がよく
わかるようになります。学校の課題もスラスラ解けて、定
期テストでも高得点が取れます。

学習テーマが細分化

学校の授業に合わせて
勉強できる！

だから！

ベーシックマスターの「定期テスト対策問題」は、定期テストで
よく出る問題で構成されています。テスト直前期に集中受講す
ることで、定期テストで高得点が取れる実力が身につきます。

定期テスト対策が充実

部活をしながらでも
定期テスト高得点が取れる

だから！

出題が予想される単元別の問題演習を通じて、共通テストを解く
のに必要な知識と解法を整理し、その定着を図る授業です。単元
別の問題演習をマスターしたのちに、共通テスト形式演習を実施
することで、共通テスト独特の問題形式での解法を学習できます。

出題が予想される単元別問題を演習

短期間で
必要な知識と解法を整理！

だから！

単元別問題演習で判明した弱点は、ベーシックマスター
ですぐ補強できます。ベーシックマスターを上手に組み合
わせることで、ムダなく、共通テストでの得点力をアップ
させることができます。

弱点はすぐカバーできる

効率良く
共通テスト得点力アップ！

だから！

ベーシックマスターベーシックウイング講座

共通テスト対策
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教科 講座種別 講座名 レベル
基礎←̶→応用

例題
解説授業

練習問題
解説授業

演習問題
解説授業 講　師 テーマ数

タスク
テスト
※注 1

ページ

数　学
講座コード
BWHM

ベーシックマスター

数学Ⅰ・A ★★ ★ ★★ ● ● 倉浪　章仁
城能　博 120テーマ ★ P.26

数学Ⅰ・A（基礎） ★★ ★ ★★ ● ● 高橋　英博 80テーマ ★ P.28

数学Ⅰ・A
定期テスト対策演習 ★ ★ ★★★ ● 城能　博 69テーマ P.29

数学Ⅱ・B ★★ ★ ★★ ● ● 城能　博 120テーマ ★ P.31

数学Ⅱ・B
定期テスト対策演習 ★ ★ ★★★ ● 城能　博 84テーマ P.33

数学Ⅲ ★ ★★ ★★ ● ● 城能　博 108テーマ ★ P.35

数学Ⅲ
定期テスト対策演習 ★ ★ ★ ★ ★ ● 城能　博 40テーマ P.36

共通テスト対策
数学Ⅰ・A ★ ★ ★ ★ ★ ● 城能　博 43テーマ P.30

数学Ⅱ・B ★ ★ ★ ★ ★ ● 城能　博 43テーマ P.34

英　語
講座コード
BWHE

ベーシックマスター

英文法 ★★★★★ ● ● 丸山　大地 60テーマ ★ P.41

英文法
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 丸山　大地 30テーマ P.42

英文法　入試演習 ★★★★★ ● 丸山　大地 36テーマ P.42

英語重要構文 ★★★★★ ● 丸山　大地 48テーマ P.43

英文解釈 ★★★★★ ● 丸山　大地 48テーマ P.43

リスニング ★★★★★ ● ● 丸山　大地 40テーマ P.44

ライティング ★★★★★ ● 丸山　大地 60テーマ P.45

リーディング（英検 2 級） ★★★★★ ● 丸山　大地 12テーマ P.44

スピーキング ★★★★★ ● 丸山　大地 15テーマ P.44

共通テスト対策 英語［リーディング］ ★★★★★ ● 丸山　大地 40テーマ P.46

理　科
講座コード
BWHR

ベーシックマスター

化学基礎 ★★★★★ ● ● 吉村　直樹 32テーマ ★ P.50

化学基礎
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 矢野　健一 20テーマ P.50

物理基礎 ★★★★★ ● ● 田中　義一 40テーマ ★ P.51

物理基礎
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 田中　義一 20テーマ P.52

生物基礎 ★★★★★ ● ● 三浦　忠義 40テーマ ★ P.53

生物基礎
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 二村　武己 20テーマ P.53

地学基礎 ★★★★★ ● ● 木村　修 26テーマ P.54

化学 ★★★★★ ● ● 吉村　直樹 80テーマ ★ P.54

化学
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 矢野　健一 46テーマ P.56

物理 ★★★★★ ● ● 田中　義一 80テーマ ★ P.57

物理
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 田中　義一 41テーマ P.58

生物 ★★★★★ ● ● 三浦　忠義 80テーマ ★ P.59

生物
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 二村　武己 40テーマ P.60

す習復てっ戻に業授当該にぐす、でのるいてれさ記明が数回業授るいてっ扱を容内のそにとご問設。すでトステのめたるす認確を度着定の項事習学規新に毎元単は」トステクスタ「 1注※
ることができます。

教科 講座種別 講座名 レベル
基礎←̶→応用

例題
解説授業

練習問題
解説授業

演習問題
解説授業 講　師 テーマ数 タスク

テスト ページ

理　科
講座コード
BWHR

共通テスト対策

化学基礎 ★★★★★ ● 吉村　直樹 20テーマ P.50

物理基礎 ★★★★★ ● 田中　義一 20テーマ P.52

生物基礎 ★★★★★ ● 三浦　忠義 16テーマ P.53

地学基礎 ★★★★★ ● 城能　博 14テーマ P.54

化学 ★★★★★ ● 吉村　直樹 40テーマ P.56

物理 ★★★★★ ● 田中　義一 40テーマ P.58

生物 ★★★★★ ● 三浦　忠義 38テーマ P.60

社　会
講座コード
BWHL

ベーシックマスター

日本史 B ★★★★★ ● 白木　宏明 120テーマ ★ P.64

日本史 B
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 白木　宏明 30テーマ P.65

日本史 B　入試演習 ★★★★★ ● 中務　康弘 17テーマ P.66

地理 B ★★★★★ ● 確認
問題 徳永　義一 80テーマ ★ P.67

地理 B
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 徳永　義一 20テーマ P.67

世界史Ｂ ★★★★★ ● 確認
問題 鈴木　悠介 120テーマ ★ P.68

世界史 B
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 鈴木　悠介 30テーマ P.70

世界史Ｂ　入試演習 ★★★★★ ● 鈴木　悠介 13テーマ P.70

政治経済 ★★★★★ ● 確認
問題 北峯　一郎 61テーマ ★ P.71

政治経済
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 北峯　一郎 20テーマ P.72

政治経済　入試演習 ★★★★★ ● 北峯　一郎 19テーマ P.72

現代社会 ★★★★★ ● 確認
問題 北峯　一郎 60テーマ ★ P.73

倫理 ★★★★★ ● 確認
問題 北峯　一郎 40テーマ ★ P.74

共通テスト対策

日本史Ｂ ★★★★★ ● 佐藤　四郎 42テーマ P.66

地理Ｂ ★★★★★ ● 徳永　義一 38テーマ P.68

世界史Ｂ ★★★★★ ● 鈴木　悠介 38テーマ P.70

政治経済 ★★★★★ ● 北峯　一郎 42テーマ P.72

現代社会 ★★★★★ ● 北峯　一郎 42テーマ P.73

倫理 ★★★★★ ● 北峯　一郎 29テーマ P.74

国　語
講座コード
BWHL

ベーシックマスター

現代文　読解編 ★★★★★ ● ● 児玉　克順 40テーマ P.78

現代文　背景知識編 ★★★★★ ● 児玉　克順 16テーマ P.78

現代文　表現入門編 ★★★★★ ● ● 児玉　克順 10テーマ P.78

現代文　表現実践編 ★★★★★ ● ● 児玉　克順 20テーマ P.78

古文（文法） ★★★★★ ● ● 野村　静 40テーマ ★ P.79

古文（読解） ★★★★★ ● 山岡　俊也 20テーマ P.79

古文
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 野村　静 20テーマ P.79

漢文（句形） ★★★★★ ● ● 山岡　俊也 20テーマ ★ P.80

漢文（読解） ★★★★★ ● 山岡　俊也 10テーマ P.80

漢文
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 山岡　俊也 10テーマ P.80

※注 2 例題の講義を受講した後、講義内容を穴埋め形式にまとめた「確認問題」を実施することで、重要用語を定着させることができます。

確認
問題 ※2

※2

※2

※2

※2

※2

年高校生ベーシックウイング2021
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教科 講座種別 講座名 レベル
基礎←̶→応用

例題
解説授業

練習問題
解説授業

演習問題
解説授業 講　師 テーマ数

タスク
テスト
※注 1

ページ

数　学
講座コード
BWHM

ベーシックマスター

数学Ⅰ・A ★★ ★ ★★ ● ● 倉浪　章仁
城能　博 120テーマ ★ P.26

数学Ⅰ・A（基礎） ★★ ★ ★★ ● ● 高橋　英博 80テーマ ★ P.28

数学Ⅰ・A
定期テスト対策演習 ★ ★ ★★★ ● 城能　博 69テーマ P.29

数学Ⅱ・B ★★ ★ ★★ ● ● 城能　博 120テーマ ★ P.31

数学Ⅱ・B
定期テスト対策演習 ★ ★ ★★★ ● 城能　博 84テーマ P.33

数学Ⅲ ★ ★★ ★★ ● ● 城能　博 108テーマ ★ P.35

数学Ⅲ
定期テスト対策演習 ★ ★ ★ ★ ★ ● 城能　博 40テーマ P.36

共通テスト対策
数学Ⅰ・A ★ ★ ★ ★ ★ ● 城能　博 43テーマ P.30

数学Ⅱ・B ★ ★ ★ ★ ★ ● 城能　博 43テーマ P.34

英　語
講座コード
BWHE

ベーシックマスター

英文法 ★★★★★ ● ● 丸山　大地 60テーマ ★ P.41

英文法
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 丸山　大地 30テーマ P.42

英文法　入試演習 ★★★★★ ● 丸山　大地 36テーマ P.42

英語重要構文 ★★★★★ ● 丸山　大地 48テーマ P.43

英文解釈 ★★★★★ ● 丸山　大地 48テーマ P.43

リスニング ★★★★★ ● ● 丸山　大地 40テーマ P.44

ライティング ★★★★★ ● 丸山　大地 60テーマ P.45

リーディング（英検 2 級） ★★★★★ ● 丸山　大地 12テーマ P.44

スピーキング ★★★★★ ● 丸山　大地 15テーマ P.44

共通テスト対策 英語［リーディング］ ★★★★★ ● 丸山　大地 40テーマ P.46

理　科
講座コード
BWHR

ベーシックマスター

化学基礎 ★★★★★ ● ● 吉村　直樹 32テーマ ★ P.50

化学基礎
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 矢野　健一 20テーマ P.50

物理基礎 ★★★★★ ● ● 田中　義一 40テーマ ★ P.51

物理基礎
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 田中　義一 20テーマ P.52

生物基礎 ★★★★★ ● ● 三浦　忠義 40テーマ ★ P.53

生物基礎
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 二村　武己 20テーマ P.53

地学基礎 ★★★★★ ● ● 木村　修 26テーマ P.54

化学 ★★★★★ ● ● 吉村　直樹 80テーマ ★ P.54

化学
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 矢野　健一 46テーマ P.56

物理 ★★★★★ ● ● 田中　義一 80テーマ ★ P.57

物理
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 田中　義一 41テーマ P.58

生物 ★★★★★ ● ● 三浦　忠義 80テーマ ★ P.59

生物
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 二村　武己 40テーマ P.60

す習復てっ戻に業授当該にぐす、でのるいてれさ記明が数回業授るいてっ扱を容内のそにとご問設。すでトステのめたるす認確を度着定の項事習学規新に毎元単は」トステクスタ「 1注※
ることができます。

教科 講座種別 講座名 レベル
基礎←̶→応用

例題
解説授業

練習問題
解説授業

演習問題
解説授業 講　師 テーマ数 タスク

テスト ページ

理　科
講座コード
BWHR

共通テスト対策

化学基礎 ★★★★★ ● 吉村　直樹 20テーマ P.50

物理基礎 ★★★★★ ● 田中　義一 20テーマ P.52

生物基礎 ★★★★★ ● 三浦　忠義 16テーマ P.53

地学基礎 ★★★★★ ● 城能　博 14テーマ P.54

化学 ★★★★★ ● 吉村　直樹 40テーマ P.56

物理 ★★★★★ ● 田中　義一 40テーマ P.58

生物 ★★★★★ ● 三浦　忠義 38テーマ P.60

社　会
講座コード
BWHL

ベーシックマスター

日本史 B ★★★★★ ● 白木　宏明 120テーマ ★ P.64

日本史 B
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 白木　宏明 30テーマ P.65

日本史 B　入試演習 ★★★★★ ● 中務　康弘 17テーマ P.66

地理 B ★★★★★ ● 確認
問題 徳永　義一 80テーマ ★ P.67

地理 B
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 徳永　義一 20テーマ P.67

世界史Ｂ ★★★★★ ● 確認
問題 鈴木　悠介 120テーマ ★ P.68

世界史 B
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 鈴木　悠介 30テーマ P.70

世界史Ｂ　入試演習 ★★★★★ ● 鈴木　悠介 13テーマ P.70

政治経済 ★★★★★ ● 確認
問題 北峯　一郎 61テーマ ★ P.71

政治経済
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 北峯　一郎 20テーマ P.72

政治経済　入試演習 ★★★★★ ● 北峯　一郎 19テーマ P.72

現代社会 ★★★★★ ● 確認
問題 北峯　一郎 60テーマ ★ P.73

倫理 ★★★★★ ● 確認
問題 北峯　一郎 40テーマ ★ P.74

共通テスト対策

日本史Ｂ ★★★★★ ● 佐藤　四郎 42テーマ P.66

地理Ｂ ★★★★★ ● 徳永　義一 38テーマ P.68

世界史Ｂ ★★★★★ ● 鈴木　悠介 38テーマ P.70

政治経済 ★★★★★ ● 北峯　一郎 42テーマ P.72

現代社会 ★★★★★ ● 北峯　一郎 42テーマ P.73

倫理 ★★★★★ ● 北峯　一郎 29テーマ P.74

国　語
講座コード
BWHL

ベーシックマスター

現代文　読解編 ★★★★★ ● ● 児玉　克順 40テーマ P.78

現代文　背景知識編 ★★★★★ ● 児玉　克順 16テーマ P.78

現代文　表現入門編 ★★★★★ ● ● 児玉　克順 10テーマ P.78

現代文　表現実践編 ★★★★★ ● ● 児玉　克順 20テーマ P.78

古文（文法） ★★★★★ ● ● 野村　静 40テーマ ★ P.79

古文（読解） ★★★★★ ● 山岡　俊也 20テーマ P.79

古文
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 野村　静 20テーマ P.79

漢文（句形） ★★★★★ ● ● 山岡　俊也 20テーマ ★ P.80

漢文（読解） ★★★★★ ● 山岡　俊也 10テーマ P.80

漢文
定期テスト対策演習 ★★★★★ ● 山岡　俊也 10テーマ P.80

※注 2 例題の講義を受講した後、講義内容を穴埋め形式にまとめた「確認問題」を実施することで、重要用語を定着させることができます。

確認
問題 ※2

※2

※2

※2

※2

※2

年高校生ベーシックウイング2021
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数学を得意にするためのキーワードは、「わかる」と「基本演習」です。
「わかる」は数学の勉強のスタートです。わからないままに問題の解き方を暗記する勉強は、数学をただつまらな
くするだけです。
一方「基本演習」がなぜキーワードかというと、数学の応用問題を解くには、教科書に書かれている基本を道具
として使いこなせるようにする必要があるためです。使える道具を増やし、さらにその道具に磨きをかけるのが
「基本演習」です。とにかく鉛筆を持って手を動かすことが大切です。
「わかる」ためのコツは、教科書の予習をしてから学校の授業に臨むことです。ベーシックマスターの授業では、
教科書のテーマ毎に、みなさんが「わかった！」と納得いくよう分かりやすくていねいに解説しています。学校の
授業前に受講することで学校の授業内容がスラスラと頭に入ってきます。教科書を十分に理解した上で、「基本
演習」をおこなう。この勉強サイクルを習慣づけできれば、数学は必ず得意科目になります。
さらに、ベーシックマスターの「定期テスト対策演習問題」では「定期テスト頻出問題」の解法のテクニックを伝授
します。定期テスト前は、この問題に全力で取り組んでください。クラストップレベルの高得点が取れます。
以上の学習を継続させることで、大学入試には数学を得意科目として臨むことができます。

「 基 礎 」が わかると、 
数 学 が 好きになる

ベ ー シック ウ イ ン グ  講 座 ガ イド

教科書を理解して演習を積もう！
城能 博先生

m a t h e m a t i c s

城能 博
「ベーシックウイング　数学ⅠA」
（教科書完全理解）

P.26

数学Ⅰ・A を根本から理解したいキミ！
理解が学習を楽しくするぞ。まずはこ
ちらをご覧ください！

児玉克順
「ベーシックウイング　現代文」
（入試基礎力養成）

P.78 野村 静
「ベーシックウイング　古文」
（教科書完全理解）

P.79

日本語って意識せず使っていますが、初めて話したり書いたりした
時は、決まりや順序がわからなかったのでは？この講座は、そんな
古文の時代の決まりごと、ことばの順をしっかり学習していきます。

山岡俊也
「ベーシックウイング　漢文」
（教科書完全理解）

P.80

基礎力の充実があれば、比較的短時間で物にすることができるのが漢文。
まずは教科書レベルの基礎を完璧に身に付けるべし。各回の復習を徹底
し、定期テストなどで結果を出すことで自信を持てるようになればよい。

田中義一
「ベーシックウイング　物理」
（教科書完全理解）

P.57 吉村直樹
「ベーシックウイング　化学基礎」
（教科書完全理解）

P.50

三浦忠義
「ベーシックウイング　生物基礎」
（教科書完全理解）

P.53

北峯一郎
「ベーシックウイング　政治経済」
（教科書完全理解）

P.71

基礎中の基礎をしっかり学んで得意科
目にしよう。

鈴木悠介
「ベーシックウイング　世界史」
（教科書完全理解）

P.68

城能 博
「ベーシックウイング　数学ⅡB」
（教科書完全理解）

P.31

数学Ⅱ・B を根本から理解したいキミ！
転ばぬ先の杖を与えよう。まずはこち
らをご覧ください！

城能 博
「ベーシックウイング　数学Ⅲ」
（教科書完全理解）

P.35

数学Ⅲに不安を抱えているキミ！少し
のきっかけで得意になれるぞ。まずは
こちらをご覧ください！

三浦忠義
「ベーシックウイング　生物」
（教科書完全理解）

P.59

学校の試験で高得点をとるために英文法は欠かせない。で
はどうすればいいか？暗記するのではなく、使えるように
すればいい！体験したい人は第０講をチェックしよう！

丸山大地
「ベーシックウイング　英文法」
（教科書完全理解）

P.41

北峯一郎
「ベーシックウイング　現代社会」
（教科書完全理解）

P.73

基礎中の基礎をしっかり学んで得意科
目にしよう。

北峯一郎
「ベーシックウイング　倫理」
（教科書完全理解）

P.74

基礎中の基礎をしっかり学んで得意科
目にしよう。

この講座は、「勉強」というよりは「己
磨き」って言う方が合ってるかもしれな
い。アタマよくするぞ。

物理の公式には意味があります。その意味を
詳しく分かりやすく解説していきます。意味
を理解すれば、暗記する必要はなくなります。

田中義一
「ベーシックウイング　物理基礎」
（教科書完全理解）

P.51

まず、物理の考え方を易しくお話しま
しょう。考え方がわかれば、物理は楽し
くなります。

化学があまり得意でない人でも「短時間
で劇的に脳の化学変化を起こす」ことが
可能です。その方法を教えます。

短期間で丸暗記して試験に臨むのではなく、
しっかりと理解して学習していくことこそが、
最も効率よく、短期間で高得点を出すコツです。

短期間で丸暗記して試験に臨むのではなく、しっかりと理解して
学習していくことこそが、最も学習効果を発揮します。最も効率
よく定着する授業を行っていますので、一緒に頑張りましょう。

吉村直樹
「ベーシックウイング　化学」
（教科書完全理解）

P.55

化学があまり得意でない人でも「短時間
で劇的に脳の化学変化を起こす」ことが
可能です。その方法を教えます。

教科書と並行したカリキュラムで着実な知
識定着を図ります！初心者がつまずきやす
いポイントをもれなく拾っていく講座です。

徳永義一
「ベーシックウイング　地理」
（教科書完全理解）

P.67

地理は理論の学問です。「なぜそこに砂
漠があるのか」・「なぜそこに製鉄所があ
るのか」などを理論で理解しましょう。

白木宏明
「ベーシックウイング　日本史」
（教科書完全理解）

P.64

『教科書は難しい…。ぜんぜん読めない…』そ
んなキミにおススメ。ゼロからで大丈夫！「日
本史が好きになる」授業でパワーアップしよう。

事前にチェック！
0第　　講座でどんな先生？ どん

な授
業？

ゼロ

1担当講師の
自己紹介が聞ける！

Point

3
Point

2
Point 授業の受け方・

趣旨・ワンポイント
アドバイスを
教えてくれる！

すごい授業が
体験できる！

英語

数学

国語

理科

社会
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数学を得意にするためのキーワードは、「わかる」と「基本演習」です。
「わかる」は数学の勉強のスタートです。わからないままに問題の解き方を暗記する勉強は、数学をただつまらな
くするだけです。
一方「基本演習」がなぜキーワードかというと、数学の応用問題を解くには、教科書に書かれている基本を道具
として使いこなせるようにする必要があるためです。使える道具を増やし、さらにその道具に磨きをかけるのが
「基本演習」です。とにかく鉛筆を持って手を動かすことが大切です。
「わかる」ためのコツは、教科書の予習をしてから学校の授業に臨むことです。ベーシックマスターの授業では、
教科書のテーマ毎に、みなさんが「わかった！」と納得いくよう分かりやすくていねいに解説しています。学校の
授業前に受講することで学校の授業内容がスラスラと頭に入ってきます。教科書を十分に理解した上で、「基本
演習」をおこなう。この勉強サイクルを習慣づけできれば、数学は必ず得意科目になります。
さらに、ベーシックマスターの「定期テスト対策演習問題」では「定期テスト頻出問題」の解法のテクニックを伝授
します。定期テスト前は、この問題に全力で取り組んでください。クラストップレベルの高得点が取れます。
以上の学習を継続させることで、大学入試には数学を得意科目として臨むことができます。

「 基 礎 」が わかると、 
数 学 が 好きになる

ベ ー シック ウ イ ン グ  講 座 ガ イド

教科書を理解して演習を積もう！
城能 博先生

m a t h e m a t i c s



ベーシックマスター 数学

ベーシック共通テスト対策 数学

構成

1 インプット！

例題解説授業
20分 3 アウトプット②！

練習問題
解説授業

20分2 アウトプット①！

練習問題演習　
10分 チェック！単元の

最後に

定期テ ス ト前の受講の仕方例

1 アウトプット①!

試験範囲の
練習問題演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。

2 アウトプット②！

解けなかった
練習問題の
解説授業　

20分

1 アウトプット①!

定期テスト
対策演習

30分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。　　

2 アウトプット②！

定期テスト
対策授業

20分

出題が予想される単元別の問題演習を通じて、共通テストを解くのに必要な知識と解法を整理し、その定着を図る授業
です。単元別の問題演習をマスターしたのちに、共通テスト形式演習を実施することで、共通テスト独特の問題形式での
解法を学習できます。

ベーシック共通テストで学習した後は、「学研プライムゼミ ベーシック演
習講座」（P.7）で演習を重ね、合わせて「共通テスト＆センター試験過去
問解説講義」（P.82）で分野的な穴をふさぎ、最後に「大学入学共通テスト
ファイナル講義」（P.82）で得点力をアップさせましょう。

大学入学共通テスト

高得点学習法

ベーシック共通テスト対策 大学入学共通テストファイナル講義
学研プライムゼミ ベーシック演習

＋
共通テスト＆センター試験過去問解説講義

通常期の受講の仕方例

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

3 学習した内容の
理解を深める学校

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

タスク
テスト
タスク
テスト

部活と
両立したい
キミは…

自信が
今一つな
キミは…

自信の
ある
キミは…
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2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

高１

高2

高3
（理系）

高3
（文系）

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

高１

高2

高3
（理系）

高3
（文系）

ベーシックウイング「数学」 学習計画
定期テスト高得点！　入試基礎力完成！

通常期　標準受講回数：10回～12回/月

定期
テスト前

講習期

「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で定期テスト高得点

通常期 数学Ⅰ・Ａまたは数学Ⅰ・Ａ（基礎）「例題解説授業」で学校の予習

「合宿　高校数学の基礎」
「４日でわかる 数Ⅰの基礎①」

「４日でわかる
数Ⅰの基礎②」

スタートダッシュ
ベーシック数学

定期
テスト前

講習期

「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で、定期テスト高得点

通常期 数学Ⅱ・B「例題解説授業」で学校の予習

「４日でわかる
数Ⅱの基礎①」

「４日でわかる
数Ⅱの基礎②」

「４日でわかる
数Ⅰの基礎③」

定期
テスト前 「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で定期テスト高得点

共通テスト対策　数学ⅠＡ・ⅡＢ

通常期 数学Ⅲ「例題解説授業」で学校の予習

共通テスト＆センター試験
過去問解説講義

共通テスト
ファイナル講義

共通テスト
ファイナル講義

「４日でわかる
数Ⅱ・Ｂの基礎」

共通テスト対策　数学ⅠＡ・ⅡＢ
共通テスト＆センター試験

過去問解説講義
「４日でわかる
数Ⅱ・Ｂの基礎」

共通
テスト
対策

共通
テスト
対策

定期テスト高得点！　入試基礎力完成！　（進度の速い高校用カリキュラム）
通常期　標準受講回数：12回/月

定期
テスト前

講習期

「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で定期テスト高得点

通常期 数学Ⅰ・Ａ　「例題解説授業」で学校の予習

「合宿　高校数学の基礎」
「４日でわかる 数Ⅰの基礎①」

「４日でわかる
数Ⅰの基礎②」

スタートダッシュ
ベーシック数学

定期
テスト前

講習期

「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で定期テスト高得点

通常期 数学Ⅱ・Ｂ　「例題解説授業」で学校の予習

「４日でわかる
数Ⅱの基礎①」

「４日でわかる
数Ⅱの基礎②」

「４日でわかる
数Ⅰの基礎③」

定期
テスト前 「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で定期テスト高得点

共通テスト対策　数学ⅠＡ・ⅡＢ

通常期 数学Ⅲ　「例題解説授業」で学校の予習

共通テスト＆センター試験
過去問解説講義

共通テスト
ファイナル講義

共通テスト
ファイナル講義

「４日でわかる
数Ⅱ・Ｂの基礎」

共通テスト対策　数学ⅠＡ・ⅡＢ
共通テスト＆センター試験

過去問解説講義
「４日でわかる
数Ⅱ・Ｂの基礎」

共通
テスト
対策

共通
テスト
対策

数学Ⅲ　「例題解説授業」で学校の予習

数学Ⅱ・B　「例題解説授業」で
学校の予習

学習
ポイント

◆「例題解説授業」で学校の予習をします。学校の予習として受講を継続することが定期テスト高得点の秘訣です。
◆定期テストの２週間前からは、「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で、定期テスト高得点力を完成させます。

学習
ポイント

◆「例題解説授業」で学校の予習をします。学校の予習として受講を継続することが定期テスト高得点の秘訣です。
◆定期テストの２週間前からは、「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で、定期テスト高得点力を完成させます。

ベーシックマスター 数学

ベーシック共通テスト対策 数学

構成

1 インプット！

例題解説授業
20分 3 アウトプット②！

練習問題
解説授業

20分2 アウトプット①！

練習問題演習　
10分 チェック！単元の

最後に

定期テ ス ト前の受講の仕方例

1 アウトプット①!

試験範囲の
練習問題演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。

2 アウトプット②！

解けなかった
練習問題の
解説授業　

20分

1 アウトプット①!

定期テスト
対策演習

30分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。　　

2 アウトプット②！

定期テスト
対策授業

20分

出題が予想される単元別の問題演習を通じて、共通テストを解くのに必要な知識と解法を整理し、その定着を図る授業
です。単元別の問題演習をマスターしたのちに、共通テスト形式演習を実施することで、共通テスト独特の問題形式での
解法を学習できます。

ベーシック共通テストで学習した後は、「学研プライムゼミ ベーシック演
習講座」（P.7）で演習を重ね、合わせて「共通テスト＆センター試験過去
問解説講義」（P.82）で分野的な穴をふさぎ、最後に「大学入学共通テスト
ファイナル講義」（P.82）で得点力をアップさせましょう。

大学入学共通テスト

高得点学習法

ベーシック共通テスト対策 大学入学共通テストファイナル講義
学研プライムゼミ ベーシック演習

＋
共通テスト＆センター試験過去問解説講義

通常期の受講の仕方例

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

3 学習した内容の
理解を深める学校

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

タスク
テスト
タスク
テスト

部活と
両立したい
キミは…

自信が
今一つな
キミは…

自信の
ある
キミは…

数
学

英
語

理
科

社
会

国
語

目
的
別
講
座
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私は英語が苦手でした。何が私の英語力を変えたと思いますか？それは『4技能』という考えです。かつて私は、
文法やライティングなどを全く別の科目のように考えていました。しかしそれは、完全に間違いでした。結局、英
語は1つの教科なのです。そこで、文法やリスニング、ライティング、リーディングそしてスピーキングをすべて
関連づけました。その時、私の英語力に変化が表れ始めました！
ベーシックマスターには、私が培ったものが詰め込まれています。文法では学校の試験で点を取るばかりではな
く、『リーディングやライティングにどうつながるか』を説明します。ライティングでは、英検で高得点取得はもち
ろんのこと、『世界に通じる発信力』の土台を築き“自分の考えを正確に伝えるスキル”を身につけます。リスニ
ングでは、英検で高得点取得だけでなく、正しく発音できることで、小手先のテクニックではない『本当の聞く
力』を養います。リーディングでは得点取得のテクニックはもちろん『文の展開を先読みする速読法』を伝授しま
す。
大学受験の英語は大きく変化します。これは大きなチャンスです。『変化の先に進化がある』変わる自分を一緒
に楽しみましょう！！

「基礎」を繰り返すと、
英語は楽しくなる

ベ ー シック ウ イ ン グ  講 座 ガ イド

ベーシックマスターで
英語力を変える！

丸山 大地先生

E n g l i s h

EDIAN



ベーシックマスター 英語（文法・構文・読解）
英文法  構成

通常期の受講の仕方例

定期テ ス ト前の受講の仕方例

英文法入試演習・英語重要構文・英文解釈 構成

1 アウトプット①!

試験範囲の
練習・演習
問題演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。

2 アウトプット②！

解けなかった
練習問題の
解説授業　

20分
自信が
今一つな
キミは…

1 アウトプット①!

定期テスト
対策演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。　　

2 アウトプット②！

定期テスト
対策授業

20分
自信の
ある
キミは…

1 アウトプット①!

練習問題演習
10分 2 アウトプット②！

練習問題解説授業
20分

1 インプット！

例題解説授業
20分 3 アウトプット②！

練習問題
解説授業

20分2 アウトプット①！

練習問題演習　
10分

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 3 アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

学習した内容の
理解を深める学校

部活と
両立したい
キミは…

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

チェック！単元の
最後に タスク

テスト
タスク
テスト
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共通テストで問われる能力を養成する問題演習を通じて、共通テストでの得点力を高めるための授業です。

ベーシック共通テストで学習した後は、「学研プライムゼミ ベーシック演
習講座」（P.7）で演習を重ね、合わせて「共通テスト＆センター試験過去
問解説講義」（P.82）で分野的な穴をふさぎ、最後に「大学入学共通テスト
ファイナル講義」（P.82）で得点力をアップさせましょう。

大学入学共通テスト

高得点学習法

ベーシック共通テスト対策 大学入学共通テストファイナル講義
学研プライムゼミ ベーシック演習

＋
共通テスト＆センター試験過去問解説講義

ベーシックマスター 英語（文法・構文・読解）
英文法  構成

通常期の受講の仕方例

定期テ ス ト前の受講の仕方例

英文法入試演習・英語重要構文・英文解釈 構成

1 アウトプット①!

試験範囲の
練習・演習
問題演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。

2 アウトプット②！

解けなかった
練習問題の
解説授業　

20分
自信が
今一つな
キミは…

1 アウトプット①!

定期テスト
対策演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。　　

2 アウトプット②！

定期テスト
対策授業

20分
自信の
ある
キミは…

1 アウトプット①!

練習問題演習
10分 2 アウトプット②！

練習問題解説授業
20分

1 インプット！

例題解説授業
20分 3 アウトプット②！

練習問題
解説授業

20分2 アウトプット①！

練習問題演習　
10分

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 3 アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

学習した内容の
理解を深める学校

部活と
両立したい
キミは…

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

チェック！単元の
最後に タスク

テスト
タスク
テスト
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リスニング ライティング

リーディングスピーキング

英検®は、公益法人日本英語検定協会の登録商標です。
＊スピーキングおよびライティングは、ＡＩ機能搭載の「英検®トレーニング」で、アウトプットし、
  さらに合格点突破の実力を高めることができます。（詳しくはＰ9 をご覧下さい）

英検®２級対策（演習解説）
空所補充問題、Ｅメールの読解、説明文の読解の『点を取
るテクニック』を徹底解説していきます。ただ読んでいるだけ
では、高得点は狙えません。点取得につながる読み方とポイ
ントを伝授します！

１ 20分
アウトプット！

ベーシックマスター英語（英検®４技能対策）

ベーシック共通テスト対策 英語

英作文入門（演習解説）
日本語を英語にする形式で、減点されにくい英文を作る練習
をしていきます。ライティング時に間違えやすいポイントを丁寧
な解説で理解できます。そして減点されない、正しい英文を
書けるようになります。

２ 20分
アウトプット！

英検®準２級対策（演習解説）
50 ～ 60 語のライティングをステップアップ形式で学習していき
ます。いきなりライティングをするのではなく、型を覚え、自分
の考えを出す手順を段階的に行います。一歩一歩着実に書
けるようになる工夫があります。

３ 20分
アウトプット！

整序英作文（演習解説）
英作文に必要な基礎知識を、並べ替え問題の形式で身につ
けていきます。さらに問題の英文は、文法や構文が身につけ
られるばかりでなく、そのまま実際のライティング問題に使えて
しまう優れものです！

１ 20分
アウトプット！

20分英検®２級対策（演習解説）
80 ～ 100 語のライティングをステップアップ形式で学習してい
きます。準 2級に比べ語数が増えるため、より説得力のある
文を書くことが求められます。段階的な練習で、説得力のあ
る文が書けるようになります。

４ アウトプット！

英検®準２級、英検２級対策
英検２次面接と全く同一の形式での実戦演習をおこないま
す。それぞれの質問形式に対して、どのように回答すれば
良いのかその具体的なポイントを解説しています。

１ 20分
イントプット！

リスニング入門
リスニング上達のカギは、『正しく自分で発音できること』です。
必要なのは７つの音変化のルールを身につけること！例題解説
授業ではそのルールが身に付くよう一つ一つ丁寧に解説して
います。練習問題では、例題解説授業での学習内容をアウ
トプット、リスニングの音変化のルールを身につけ、確かな英
語耳の土台を築きます。

１ アウトプット！インプット！
20分 20分+

英検®準２級対策
例題解説授業では準２級の問題形式に沿って、リスニング入
門で築いた土台を使い、相手が発信するメッセージを瞬間的
にキャッチできるようにしていきます。問題形式に慣れるばかり
でなく、根本的なリスニング力をアップさせます。練習問題で
は、例題解説授業での学習内容をアウトプット、さらに、その
解説授業で、英検準２級でのリスニング合格得点突破の実
力を身につけます。

２ アウトプット！インプット！
20分 20分+

英検®２級対策
例題解説授業では２級の問題形式に沿って、準２級よりも
長い内容を正確に聞き取る、確固たるリスニング力を鍛えて
いきます。得点を取るテクニックだけでなく、丁寧な解説で、
本当のリスニング力を培っていきます。練習問題では、例
題解説授業での学習内容をアウトプット、さらに、その解説
授業で、英検準２級でのリスニング合格得点突破の実力を
身につけます。

３ アウトプット！インプット！
20分 20分+



2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

高１

高2

高3

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

高１

高2

「4日でわかる
英文法の基礎③」

定期テスト高得点！　高３春「英検２級」合格！
通常期　標準受講回数：12回/月

通常期　標準受講回数：12回/月

通常期

定期
テスト前

講習期

「英文法」
例題解説授業　（60回）

「定期テスト対策授業」「英文法　練習問題解説授業」で定期テスト高得点

「ライティング」　
整序英作文・入門・準２級対策　（42回）

「リスニング」
入門・準２級対策  （35回）

「4日でわかる 
英文法の基礎①」

「合宿 高校英文法基礎の基礎」

「4日でわかる
英文法の基礎②」

「スタート
ダッシュ

ベーシック英語」

通常期

定期
テスト前

講習期

「英語構文」
（48回）

「定期テスト対策授業」「英文法　練習問題解説授業」で定期テスト高得点

「英文解釈」
（48回）

「ライティング」
２級対策（18回）

「リスニング」
２級対策（18回）

「4日でわかる
英作文の基礎①」

「英検パスコース準2級」
「スピーキング」準２級対策

「4日でわかる
英作文の基礎②」

「4日でわかる
英文法の基礎③」

「リスニング」
準２級対策
（12回）

「リーディング」
２級対策
（12回）

通常期

講習期

英文法（入試演習）
36回

共通テスト対策
（48回）

共通テスト＆センター試験
過去問解説講義

「英検ゼミ２級」
「スピーキング」２級対策

共通テスト
ファイナル講義

通常期

定期
テスト前

講習期

「英文法」
例題解説授業　（60回）

「定期テスト対策授業」「英文法　練習問題解説授業」で定期テスト高得点

英語構文
（48回）

英文解釈
（36回）

「4日でわかる
英文法の基礎①」

「高校英文法基礎の基礎」

「4日でわかる
英文法の基礎②」

通常期

定期
テスト前

講習期

「リスニング」
入門 （20回）

英文解釈
（12回）

「定期テスト対策授業」「英文法　練習問題解説授業」で定期テスト高得点

「英文法（入試演習）」
（36回）

「共通テスト対策」
（48回）

「4日でわかる
英作文の基礎①」

「4日でわかる
英作文の基礎②」

定期テスト高得点！　高２冬「入試基礎力」完成！

英検
準２級合格！

英検
２級合格！

英 検 ２ 級 対 策

英 検 準 ２ 級 対 策英 文 法 の 基 礎 固 め

英 文 法 の 基 礎 固 め

入 試 基 礎 力 養 成

入 試 基 礎 力 養 成

入 試 基 礎 力 完 成

入 試 基 礎 力 養 成

入 試 基 礎 力 完 成英 検 ２ 級 対 策

英 検 準 ２ 級 対 策

ベーシックウイング「英語」 学習計画

学習
ポイント

◆高１前半は、「英文法の基礎固め」をしましょう。その後の勉強がスムーズになり、定期テストでの高得点獲得も容易になります。
◆高１後半は、英検準２級合格を目指して、ライティング、リスニングの基礎を学習します。英検直前には、「英検パスコース」で合格力を完成させます。
◆高２は、前半が「入試基礎力養成」、後半は「英検２級合格」を目的とした学習をします。英検直前には、「英検ゼミ」で合格力を完成させます。

学習
ポイント

◆高１前半は、「英文法の基礎固め」をします。その後の勉強がスムーズになり、定期テストでの高得点獲得も容易になります。
◆高１後半から、「英語構文」「英文解釈」「リスニング」を学習します。定期テスト高得点の基盤が万全になります。
◆高２では、「英文法（入試演習）」「共通テスト対策」を学習し、入試基礎力を完成させます。
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高校化学は決して難解な科目ではなく、正しい方法で学習すれば、簡単に得意にできる科目です。知識分野で
は、テスト頻出事項を優先して覚え、計算分野では、原理を理解して、数問、練習をすれば、短時間で高得点を取
れるようになります。
ベーシックマスター化学基礎・化学の教材は、多数の教科書の例題・練習問題や教科書準拠の問題集の分析を
基に、より最小労力で高い学習効果が得られるように工夫して作成しています。そして授業では未習の人や苦
手な人でも理解できるように、各単元のポイントを基礎から丁寧に説明しています。
受講前は高校の化学の授業が全然分からない（悲）とか、molって何なの（怒）と言っていたのが、受講後には
スッキリとした笑顔に変化した生徒をたくさん見てきました。
まずは、授業を受けてみてください。そして、すぐに、高校で配布されている問題集を解いてみてください。自分
の中で化学反応が起こっていることを必ず実感できるはずです。
さあ、いっしょに乗り越えていきましょう。

「なぜ？」がわかると、
理科は面白くなる

ベ ー シック ウ イ ン グ  講 座 ガ イド

ベーシックマスターで
化学反応を起こそう！

吉村 直樹先生

s c i e n c e

EDIAN



ベーシックマスター 理科

ベーシック共通テスト対策 理科

構成

定期テ ス ト前の受講の仕方例

1 インプット！

例題解説授業
20分 3 アウトプット②！

練習問題
解説授業

20分2 アウトプット①！

練習問題演習　
10分

1 アウトプット①!

試験範囲の
練習問題演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。

2 アウトプット②！

解けなかった
練習問題の
解説授業　

20分
自信が
今一つな
キミは…

1 アウトプット①!

定期テスト
対策演習

30分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。　　

2 アウトプット②！

定期テスト
対策授業

20分
自信の
ある
キミは…

出題が予想される単元別の問題演習を通じて、共通テストを解くのに必要な知識と解法を整理し、その定着を図る授業
です。単元別の問題演習をマスターしたのちに、共通テスト形式演習を実施することで、共通テスト独特の問題形式での
解法を学習できます。

ベーシック共通テストで学習した後は、「共通テスト＆センター試験過去
問解説講義」（P.82）で分野的な穴をふさぎ、最後に「大学入学共通テスト
ファイナル講義」（P.82）で得点力をアップさせましょう。

大学入学共通テスト

高得点学習法

ベーシック共通テスト対策 大学入学共通テストファイナル講義共通テスト＆センター試験過去問解説講義

通常期の受講の仕方例

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 3アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

学習した内容の
理解を深める学校

部活と
両立したい
キミは…

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

チェック！単元の
最後に タスク

テスト
タスク
テスト
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ベーシックウイング「理科」 学習計画

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

学習
ポイント

◆練習問題を解き、その解説授業を受講します。苦手とする学習テーマは「例題解説授業」で弱点を補強します。
◆9月以降、「共通テスト対策」を進めます。
◆センターの過去問は、最低10年分は解きましょう（旧課程の問題は除く）。解けなかった問題は、センター過去問解説講義で補強します。

各学年
共通

高３スタート　共通テスト高得点！（物理基礎・化学基礎・生物基礎）
通常期　標準受講回数：各科目12回/月

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

学習
ポイント

◆「例題解説授業」で学校の予習をします。学校の予習として受講を継続することが定期テスト高得点の秘訣です。
◆定期テストの２週間前からは、「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で、定期テスト高得点力を完成させます。

各学年
共通

高1・高2　定期テスト高得点！
通常期　標準受講回数：12回/月

通常期

定期
テスト前 「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で定期テスト高得点

「例題解説授業」で学校の予習

学習
ポイント

◆既習範囲は、練習問題を解き、その解説授業を受講します。苦手とする学習テーマは「例題解説授業」で弱点を補強します。
◆8月以降既習範囲から順次、「共通テスト対策」を進めます。
◆センターの過去問は、最低10年分は解きましょう（旧課程の問題は除く）。解けなかった問題は、センター過去問解説講義で補強します。

各学年
共通

高３スタート　共通テスト高得点！（物理・化学・生物）
通常期　標準受講回数：各科目16回/月

通常期

共通
テスト
対策

共通テスト対策

「練習問題解説授業」で演習、弱点を「例題解説授業」で補強

共通テスト＆センター試験
過去問解説講義

共通テスト
ファイナル講義

「練習問題解説授業」で演習、弱点を「例題解説授業」で補強通常期

共通
テスト
対策

共通テスト対策

共通テスト＆センター試験
過去問解説講義

共通テスト
ファイナル講義

ベーシックマスター 理科

ベーシック共通テスト対策 理科

構成

定期テ ス ト前の受講の仕方例

1 インプット！

例題解説授業
20分 3 アウトプット②！

練習問題
解説授業

20分2 アウトプット①！

練習問題演習　
10分

1 アウトプット①!

試験範囲の
練習問題演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。

2 アウトプット②！

解けなかった
練習問題の
解説授業　

20分
自信が
今一つな
キミは…

1 アウトプット①!

定期テスト
対策演習

30分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。　　

2 アウトプット②！

定期テスト
対策授業

20分
自信の
ある
キミは…

出題が予想される単元別の問題演習を通じて、共通テストを解くのに必要な知識と解法を整理し、その定着を図る授業
です。単元別の問題演習をマスターしたのちに、共通テスト形式演習を実施することで、共通テスト独特の問題形式での
解法を学習できます。

ベーシック共通テストで学習した後は、「共通テスト＆センター試験過去
問解説講義」（P.82）で分野的な穴をふさぎ、最後に「大学入学共通テスト
ファイナル講義」（P.82）で得点力をアップさせましょう。

大学入学共通テスト

高得点学習法

ベーシック共通テスト対策 大学入学共通テストファイナル講義共通テスト＆センター試験過去問解説講義

通常期の受講の仕方例

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 3アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

学習した内容の
理解を深める学校

部活と
両立したい
キミは…

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

チェック！単元の
最後に タスク
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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。

理解して整理すると、
暗記がラクになる

ベ ー シック ウ イ ン グ  講 座 ガ イド

明るく楽しく情報整理！
～受験世界史攻略法～

鈴木 悠介先生

social studies

EDIAN



ベーシックマスター 社会

ベーシック共通テスト対策 社会

構成

定期テ ス ト前の受講の仕方例

1 インプット！

例題解説授業
20分 2 アウトプット！

確認問題演習　
10分

1 アウトプット①!

試験範囲の
確認問題演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。

2 アウトプット②！

解けなかった
問題の例題
解説授業

20分
自信が
今一つな
キミは…

1 アウトプット①!

定期テスト
対策演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。　　

2 アウトプット②！

定期テスト
対策授業

20分
自信の
ある
キミは…

出題が予想される単元別の問題演習を通じて、共通テストを解くのに必要な知識と解法を整理し、その定着を図る授業
です。単元別の問題演習をマスターしたのちに、共通テスト形式演習を実施することで、共通テスト独特の問題形式での
解法を学習できます。

ベーシック共通テストで学習した後は、「共通テスト＆センター試験過去
問解説講義」（P.82）で分野的な穴をふさぎ、最後に「大学入学共通テスト
ファイナル講義」（P.82）で得点力をアップさせましょう。

大学入学共通テスト

高得点学習法

ベーシック共通テスト対策 大学入学共通テストファイナル講義共通テスト＆センター試験過去問解説講義

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

通常期の受講の仕方例

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 3 アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

学習した内容の
理解を深める学校

部活と
両立したい
キミは…

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

チェック！単元の
最後に タスクテスト
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ベーシックウイング「地歴公民」 学習計画

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

学習
ポイント

◆「例題解説授業」でインプット、「確認問題」でアウトプット。この方法で共通テスト必須事項をマスターします。
◆センターの過去問は、最低10年分は解きましょう。正答率の低い問題は、センター過去問解説講義で補強します。

各学年
共通

高３スタート　共通テスト高得点！（現代社会・倫理）
通常期　標準受講回数：12回/月

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

学習
ポイント

◆「例題解説授業」で学校の予習をします。学校の予習として受講を継続させることが定期テスト高得点の秘訣です。
◆定期テストの２週間前からは、「定期テスト対策授業」「確認問題による演習」で、定期テスト高得点力を完成させます。

各学年
共通

高1・高2　定期テスト高得点！
通常期　標準受講回数：12回/月

通常期

定期
テスト前 「定期テスト対策授業」「確認問題による演習」で定期テスト高得点

「例題解説授業」で学校の予習

学習
ポイント

◆共通テスト日本史B、世界史B、地理B、政治経済で高得点を取るためには、高3夏からの対策開始では高得点は望めません。
◆「例題解説授業」でインプット、「確認問題」でアウトプット。この方法で共通テスト必須事項をマスターします。
◆センターの過去問は、最低10年分は解きましょう。正答率の低い問題は、センター過去問解説講義で補強します。

各学年
共通

高３スタート　共通テスト高得点！（日本史B・世界史B・地理B・政治経済）
通常期　標準受講回数：日本史・世界史16回/月　地理B・政治経済12回/月

通常期

共通
テスト
対策

共通テスト対策

「例題解説授業」でインプット、「確認問題」でアウトプット

共通テスト＆センター試験
過去問解説講義

共通テスト
ファイナル講義

「例題解説授業」でインプット、「確認問題」でアウトプット通常期

共通
テスト
対策

共通テスト対策

共通テスト＆センター試験
過去問解説講義

共通テスト
ファイナル講義

ベーシックマスター 社会

ベーシック共通テスト対策 社会

構成

定期テ ス ト前の受講の仕方例

1 インプット！

例題解説授業
20分 2 アウトプット！

確認問題演習　
10分

1 アウトプット①!

試験範囲の
確認問題演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。

2 アウトプット②！

解けなかった
問題の例題
解説授業

20分
自信が
今一つな
キミは…

1 アウトプット①!

定期テスト
対策演習

10分 3ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。　　

2 アウトプット②！

定期テスト
対策授業

20分
自信の
ある
キミは…

出題が予想される単元別の問題演習を通じて、共通テストを解くのに必要な知識と解法を整理し、その定着を図る授業
です。単元別の問題演習をマスターしたのちに、共通テスト形式演習を実施することで、共通テスト独特の問題形式での
解法を学習できます。

ベーシック共通テストで学習した後は、「共通テスト＆センター試験過去
問解説講義」（P.82）で分野的な穴をふさぎ、最後に「大学入学共通テスト
ファイナル講義」（P.82）で得点力をアップさせましょう。

大学入学共通テスト

高得点学習法

ベーシック共通テスト対策 大学入学共通テストファイナル講義共通テスト＆センター試験過去問解説講義

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

通常期の受講の仕方例

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 3 アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

学習した内容の
理解を深める学校

部活と
両立したい
キミは…

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

チェック！単元の
最後に タスクテスト
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ベーシックマスター現代文の読解編は各回本文解説の授業と設問解説の授業に分かれています。本文解説の
授業ではさまざまな読解の技術を段階を踏んで指導していきます。ポイントの板書をしつつ、本文を汚しながら
読み合わせていきますので、しっかりと書き込んでください。設問解説の授業では解答までの道のりを板書と本
文への書き込みで示します。本文解説の板書と書き込み、そして設問解説での解答までの道のりを家庭学習で
たどっていくことが復習です。
背景知識編では、入試現代文でテーマとなる分野の基礎知識を講義します。毎回、その背景知識が読解編のど
の回にリンクするかにも言及するので、必ず該当回の読解編の文章を読み直してください。背景知識を持った
上で再読することで理解の質が上がり、文章の内容が経験値となって、未知の文章を理解するための道具が増
えていきます。
表現編は文章の基本的な書き方からスタートし、最終的には課題文や資料を正確に読み取ったうえで、自分の
意見を読み手に分かりやすく伝える表現力を身に付けることを目的とします。
ベーシックマスター現代文で総合的な国語力を高めましょう。

「読解力」「表現力」を
高めると、世界が広がる

ベ ー シック ウ イ ン グ  講 座 ガ イド

解答までの道のりをたどろう！
児玉 克順先生

Japanese

EDIAN



構成

ベーシックマスター 国語
現代文

古文・漢文

読解編  構成

定期テ ス ト前の受講の仕方例

1 アウトプット①!

試験範囲の
練習問題演習

10分 3 ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。2 アウトプット②！

解けなかった
練習問題の解説授業　

20分
自信が
今一つな
キミは…

読解演習  構成

通常期の受講の仕方例

1 アウトプット①!

問題演習
10分 3 ノートを見ずに

解けるようになるまで
繰り返します。2 アウトプット②！

演習問題解説授業
20分

1 インプット!

例題解説授業
20分 3 練習問題解説授業2 アウトプット①！

練習問題演習
10分 アウトプット②！ 20分

背景知識編  構成

表現編  構成

1 インプット！

例題解説授業
20分 2 アウトプット！

練習問題演習
10分

1 アウトプット①!

定期テスト対策演習
30分 3 ノートを見ずに

解けるようになるまで
繰り返します。　　2 アウトプット②！

定期テスト対策授業
20分自信の

ある
キミは…

1 インプット！

例題解説授業
20分 3 アウトプット②！

練習問題解説授業
20分2 アウトプット①！

練習問題演習　
10分

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

1 インプット!

例題解説授業
20分 3 練習問題解説授業2 アウトプット①！

練習問題演習
10分 アウトプット②！ 20分

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 3 アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

学習した内容の
理解を深める学校

部活と
両立したい
キミは…

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

チェック！単元の
最後に タスクテストタスクテスト
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2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月

学習
ポイント

◆高１前半は、「古文と漢文の基礎固め」をしましょう。その後の勉強がとてもスムーズになります。
◆高１後半は、「現代文の読解力」を身につけるための学習をします。
◆高２では、前半に「古文・漢文の読解力」を、後半は、「表現力」を身につけるための学習をし、入試基礎力を完成させます。

学習
ポイント

◆夏休み等の季節休みを利用して、古文・漢文を集中学習します。
◆高１・高２では、古文・漢文の基礎を学習します。その後の勉強がスムーズになり、定期テストでの高得点獲得も容易になります。
◆高３では、古文・漢文の読解力を強化し、入試基礎力を完成させます。

高１

高2

冬休み夏休み春休み

高2

高3

学習
ポイント

◆入試現代文の読解方法は学校で習うものとは異なります。入試現代文の読解方法をマスターすることで、定期テストでの高得点獲得も容易になります。
◆高１、高２で読解力を強化し、高３では、表現力を強化して、入試基礎力を完成させます。

冬休み夏休み春休み

高2

高3

高1

漢文「基本句形①」
例題・練習問題解説授業（20回）

古文「用言」
例題・練習問題解説授業（10回）

古文「識別・和歌・古語」
例題・練習問題解説授業（20回）

漢文「基本句形②」
例題・練習問題解説授業（20回）

古文「古文読解」
演習問題解説授業（20回）

漢文「漢文読解」
演習問題解説授業（10回）

古文「助詞・敬語」
例題・練習問題解説授業（20回）

古文「助動詞」
例題・練習問題解説授業（24回）

定期テスト高得点！　高２冬「入試基礎力」完成！
通常期　標準受講回数：12回/月

古文・漢文　短期集中入試基礎力完成

高1

現代文「背景知識」
例題解説授業（16回）

現代文「読解編　第31回～40回」
例題・練習問題解説授業（20回）

現代文「読解編　第21回～30回」
例題・練習問題解説授業（20回）

現代文「表現編　入門」
例題・練習問題解説授業（20回）

現代文「表現編　実践」
例題・練習問題解説授業（40回）

現代文「読解編　第11回～20回」
例題・練習問題解説授業（20回）

現代文「読解編　第1回～10回」
例題・練習問題解説授業（20回）

現代文　短期集中入試基礎力完成

通常期

定期
テスト前

「古文　例題解説授業」　（40回）
「漢文　例題解説授業」　（20回）

＜古文・漢文＞　「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で定期テスト高得点

「現代文・読解　例題解説授業・練習問題解説授業」　（80回）

通常期

定期
テスト前

「古文　読解演習授業」　（20回）
「漢文　読解演習授業」　（10回）

「現代文・背景知識」
（16回）

＜古文・漢文＞　「定期テスト対策授業」「練習問題解説授業」で定期テスト高得点

「現代文・表現　例題解説授業・練習問題解説授業」
（60回）

古文・漢文　基礎力養成

現代文　読解力養成

現代文　読解力養成

現代文　表現力養成古文・漢文　読解力養成

ベーシックウイング「国語」 学習計画

構成

ベーシックマスター 国語
現代文

古文・漢文

読解編  構成

定期テ ス ト前の受講の仕方例

1 アウトプット①!

試験範囲の
練習問題演習

10分 3 ノートを見ずに
解けるようになるまで
繰り返します。2 アウトプット②！

解けなかった
練習問題の解説授業　

20分
自信が
今一つな
キミは…

読解演習  構成

通常期の受講の仕方例

1 アウトプット①!

問題演習
10分 3 ノートを見ずに

解けるようになるまで
繰り返します。2 アウトプット②！

演習問題解説授業
20分

1 インプット!

例題解説授業
20分 3 練習問題解説授業2 アウトプット①！

練習問題演習
10分 アウトプット②！ 20分

背景知識編  構成

表現編  構成

1 インプット！

例題解説授業
20分 2 アウトプット！

練習問題演習
10分

1 アウトプット①!

定期テスト対策演習
30分 3 ノートを見ずに

解けるようになるまで
繰り返します。　　2 アウトプット②！

定期テスト対策授業
20分自信の

ある
キミは…

1 インプット！

例題解説授業
20分 3 アウトプット②！

練習問題解説授業
20分2 アウトプット①！

練習問題演習　
10分

解けなかった
問題は
例題解説授業を
再受講！

1 インプット!

例題解説授業
20分 3 練習問題解説授業2 アウトプット①！

練習問題演習
10分 アウトプット②！ 20分

1 インプット①！

例題解説授業
20分 2 インプット②！

例題解説授業　
20分 3 アウトプット！

家庭学習として
確認問題演習を
自力で解く

学習した内容の
理解を深める学校

部活と
両立したい
キミは…

※学校の予習として「例題解説授業」のみを受講していきます

チェック！単元の
最後に タスクテストタスクテスト

数
学

英
語

理
科

社
会

国
語

目
的
別
講
座
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大学入学共通テスト直前期に、ウイングネット講師がキミに贈る最終講義！

大学入学共通テストファイナル講義

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

予 想 問 題 講 義

最新の
2021年実施分＆センター試験 2012 ～ 2020 年の

過去９年分共通テスト

共通テストに生かす。

良問揃いの過去問を
大学入学

講座種別「高校ベーシックウイング」

英語
数学 I・A
数学 II・B
現代文
古典（古文・漢文）
物理 I（2012～2014）物理（2015～2020）
物理基礎（2015～2020）
化学 I（2012～2014）化学（2015～2020）
化学基礎（2015～2020）
生物 I（2012～2014）生物（2015～2020）
生物基礎（2015～2020）
地学基礎（2015～2020）
日本史 B
世界史 B
地理 B
政治経済
現代社会
倫理

160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回

80 分 ×9 回
80 分 ×9 回

160 分 ×9 回
80 分 ×6 回

160 分 ×9 回
80 分 ×6 回

160 分 ×9 回
80 分 ×6 回
80 分 ×6 回

160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回

センター試験過去問解説講義
英語
数学Ⅰ・A
数学Ⅱ・B
現代文
古典（古文・漢文） 
物理
物理基礎
化学
化学基礎
生物
生物基礎 
地学基礎
日本史 B 
世界史 B
地理 B
政治経済
現代社会
倫理

2021年 7月
配信開始

2021年 秋
配信開始

共通テスト過去問解説講義

ウイングネットの 実 力 講 師 陣 が 丁 寧に解説してくれる！ 自分の実力を測り、
分野ごとの理解の穴を埋め、大学入学共通テスト対策を万全なものにしよう！

過 去 問
解 説 講 義
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大学入学共通テスト直前期に、ウイングネット講師がキミに贈る最終講義！

大学入学共通テストファイナル講義

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

予 想 問 題 講 義

最新の
2021年実施分＆センター試験 2012 ～ 2020 年の

過去９年分共通テスト

共通テストに生かす。

良問揃いの過去問を
大学入学

講座種別「高校ベーシックウイング」

英語
数学 I・A
数学 II・B
現代文
古典（古文・漢文）
物理 I（2012～2014）物理（2015～2020）
物理基礎（2015～2020）
化学 I（2012～2014）化学（2015～2020）
化学基礎（2015～2020）
生物 I（2012～2014）生物（2015～2020）
生物基礎（2015～2020）
地学基礎（2015～2020）
日本史 B
世界史 B
地理 B
政治経済
現代社会
倫理

160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回

80 分 ×9 回
80 分 ×9 回

160 分 ×9 回
80 分 ×6 回

160 分 ×9 回
80 分 ×6 回

160 分 ×9 回
80 分 ×6 回
80 分 ×6 回

160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回
160 分 ×9 回

センター試験過去問解説講義
英語
数学Ⅰ・A
数学Ⅱ・B
現代文
古典（古文・漢文） 
物理
物理基礎
化学
化学基礎
生物
生物基礎 
地学基礎
日本史 B 
世界史 B
地理 B
政治経済
現代社会
倫理

2021年 7月
配信開始

2021年 秋
配信開始

共通テスト過去問解説講義

ウイングネットの 実 力 講 師 陣 が 丁 寧に解説してくれる！ 自分の実力を測り、
分野ごとの理解の穴を埋め、大学入学共通テスト対策を万全なものにしよう！

過 去 問
解 説 講 義

あの荻野文子先生の名講義が受講できます！ 
数多くの受験生を合格へと導いてきた荻野先生だ
からこそ知っている「受験に勝つノウハウ」で古文
が、得点源になります。

受験古文のトップ講師
による信頼の名講義特長❶

①全訳せずに飛ばし読み
②高頻度･高配点の項目をピンポイント学習
③ミクロとマクロの複眼的思考
それが荻野式古文必勝法。最少労力で最大効果を
あげ、他教科の学習時間を妨げません。

ムダを省いて
合格への最短ルートをとる特長❷

英語で偏差値を上げるのは大変。学習法から体質
改善が必要かも。でも、受験古文は全員のスタート
ラインが低い。荻野式授業で受験攻略法をマスター
すれば、かならず全体の偏差値も上がります。

古文なら確実！全体の偏差値アップ
志望校ランクアップのキーポイント特長❸

▶

マ
ド
ン
ナ
古
文
と
は

マドンナ古文 Web
大学受験に備えるオンライン動画レッスン

講座一覧

標準 通年講座 大関難 通年講座
難関国公立大、早稲田・慶應・上智・明治・青山学院・立教・中央・法政・同志社・関西・関
西学院・立命館等の難関私大を志望する受験生を対象とした講座です。

国公立大、成蹊・成城・武蔵・明治学院・日本・駒澤・東洋・専修・近畿・京都産業・龍谷・
甲南等の上位私大を志望する受験生を対象とした講座です。

「基礎強化古文ゼミ」を踏まえ、入試に向けて最後の仕上げをします。過去の入試問題を使って総合演習
をするとともに、やり残した重要文法と古文常識にも力を入れます。あと一歩、一緒にがんばりましょう!

 基礎古文ゼミ〈冬期〉 対象 3年

回数 90分×5回

コード
FG3LCB

入門コース講座 大学入学共通テスト対策講座

平安時代の人々は、どんな生活をし、何を悩み、どんな恋をしていたのか──この講座は、千年前にタイ
ムトリップして当時を体感する「おもしろ講座」です。教科書などにも取り上げられる有名な出典の名場面
を使いますので、学校でちょっと自慢できるかも!

 平安タイムトリップ古文 対象 1年・2年

回数 90分×10回

コード
GLCC1

難しい、つまらない、古文なんて勉強しても意味あるの? そんな古文ギライの皆さんの意識を一気に変
えるために、この講座では、「古文を楽しく読む」ことに集中します。「読めない、ツライ」の悪循環を断ち
切って、「読めるから楽しい、楽しいからもっと読みたくなる」、そんな古文学習のスタートを切るための授
業です。　　※予習する必要はありません。

 はじめての古文ゼミ 対象 1年・2年

回数 90分×5回

コード
GLCC2

重要単語（英語に比べれば何と少ないことか!）と基礎的な文法事項（英文法に比べれば何と例外の少ないことか!）さえ
覚えてしまえば、設問の6割は軽く解けます。腹を決めて単語と文法の習熟に専念すれば、古文はすぐに基礎点を確保
できる科目なのです。〈前期〉は過去の入試問題を解きながら、読解上どうしても必要な最低限の単語と文法事項を習得
しましょう。〈後期〉はさらなるレベルアップを目指し、頻出の文法学習と長文を読み通す読解力の養成に力を注ぎます。

G3LCB 基礎強化古文ゼミ 対象 2年・3年

回数 90分×20回

コード

〈前期〉は過去の入試問題を解きながら、読解上どうしても必要な最低限の単語と文法事項を習得します。
それらをマスターし、文章の骨子を押さえれば、全文訳ができなくても、類推したりカットしたりしながら文意
は把握できるようになります。〈後期〉は読解力養成に専念し、超難問をハイスピードで解いていきます。有
名大学特有の古文常識も同時にマスターします。全知識を有機的に結びつける訓練を重ねましょう。

 難関大古文ゼミ 対象 3年

回数 90分×20回

コード
G3LC

「動詞の活用も知らない」という初心者からの文法講座。初歩から丁寧に学習し、基礎力を十分に固めた
うえで、志望校合格レベルに引き上げていきます。丁寧な解説とドリル演習をくりかえし、苦手な古典文
法を得点源に変えましょう!

 古典文法レッスンNG3LCB
対象 1年・2年・3年

回数 90分×10回

コード

入試は一問一答のドリル練習では歯が立たない、一つの知識を多角的に突いてきます。そこで、雑多な知
識を体系的に整理し、よく出る入試のパターンを一挙に公開。前半は理論講義に没頭し、後半は入試問題
を使って実戦力をつけましょう。この講座を土台に、〈後期〉以降、読解力養成に移行していきます。

 古典文法強化ゼミ〈夏期〉 対象 3年

回数 90分×5回

コード
NG3LC1

よく出る文法識別と、難読解に焦点を当て、難関大の狙いを明らかにします。単純思考で解ける問題はご
くわずか。手を変え品を変え、受験生をワナに落とそうとする、そのカラクリを見抜く目が必要です。本講
義ではそういった多角的思考を鍛えます。

 難関大古文ゼミ〈夏期〉 対象 3年

回数 90分×5回

コード
NG3LC2

冬期・直前講座

枕詞・掛詞・序詞・縁語・折句・沓冠・賦物・物名などの修辞法を、フィーリングではなく論理で理解しても
らいます。和歌の修辞法は、いまやどこの大学でも出す可能性のあるジャンルなので、センター・中堅大
学から超難関私大・国立二次まで、全レベルの受験生に必須の講座です。

 和歌の修辞法ゼミ〈冬期〉 対象 3年

回数 90分×5回

コード
FG3LC1

マークセンスではそこそこの点数が取れるのに、記述になると減点されてしまうのはなぜなのか──
本講座は、記述式ならではのテクニックを集中的にマスターするための講座です。字数制限のある抜き
出し問題や説明問題の採点ルールを習得し、減点されないテクニックも身につけていきましょう。
※予習することを前提とします。

 トップレベル記述古文ゼミ 対象 3年

回数 90分×10回

コード
FG3LC3

最近頻出の評論型の文章に挑戦します。和歌や物語を評論した古文を読むために、論理的思考力を養っ
ていきます。日東駒専・明青立法中・早・上・関関同立・産近甲龍・センター試験・国公立二次のための講
座です。なお、和歌評論を読むためには、和歌の修辞法の知識が必要。「和歌の修辞法ゼミ」を先に受講し
ておくことを勧めます。

 古典評論ゼミ〈直前〉 対象 3年

回数 90分×5回

コード
FG3LC2

入試における最難出典「源氏物語」を征服します。単語・文法・読解の総合力を養いながら、「源氏物語」に
対する恐怖心をとりはらうのが第一の目的です。代表的な場面を入試問題で実戦し、ストーリーの全体を
口頭説明で補います。超難講義なので、覚悟して受講しましょう。明青立法中・早・上・関関同立・京産・国
立二次のための講座。

 源氏物語集中ゼミ〈直前〉 対象 3年

回数 90分×6回

コード
FG3LC4

共通テストは、センター試験の傾向を継いだうえで、読解にひねりを加えます。そこで、直近のセンター試
験とプレテストの計５題を使い、【演習＋重点確認＋ポイント解説】の３段階で実戦訓練を行います。演習
は本番さながら20分に区切り、自己採点ののち、単語・文法・常識の重要語句を確認。ポイント解説は、全
体の文脈を見極める「マクロの読解力」に重点を置きます。なお、基本的な読解法は『基礎』か『難関』の通
年講座を、頻出文法は『古典文法レッスン』か『古典文法強化ゼミ』を、先に受講するとより効果的です。

対象 3年

回数 90分×5回
大学入学共通テスト古文コード

G3LCQ

〈前期1〉 〈前期2〉
〈後期1〉 〈後期2〉

〈夏期1〉
〈夏期2〉

〈直前1〉
〈直前2〉

「演習＆ポイント解説　共通テスト対策古文ゼミ」
〈ユニット1〉
〈ユニット2〉

〈前期1〉 〈前期2〉
〈後期1〉 〈後期2〉

83



日頃は学校の予習・復習・課題、そして定期テスト勉強で忙しい高１生・高２生。
積み上げてきた日頃の学習を、学校の季節休みを利用して復習すると大学
受験で闘える学力にレベルアップすることができます。
「４日でわかる講座」は高１生・高２生が各季節に復習すべきテーマを厳選して
カリキュラムが組まれています。部活との両立も問題ありません。
受講直後の学期の定期テストで確実に成果が表われるだけでなく、大学
受験にも活きる学力を身につけることができます。

夏・冬・春
基礎学力レベルアップ
４日でわかる講座

日頃の学習を大学受験につなげる

「４日でわかる講座」 年間学習テーマ

高１生・高２生が絶対マスターしておくべき重要テーマを
集中講義します。
高１生・高２生が躓きやすいポイントを分かりやすく解説
し、それまで苦手だった分野の得点力を、この４日間で大
幅に引き上げます。

「重要テーマ解説授業」
1テーマ20分 1テーマ10分

「わかった」を「点になる」レベルにするにはアウトプット
演習が必要です。
付属のホームタスクで演習を重ねることで「点になる力」
が完全定着します。ホームタスクにはポイント解説授業
もついており学習ケアは万全です。

「ホームタスク」演習

英文法の基礎①
文型・動詞・態

英作文の基礎①
文法編

数Ⅰの基礎①
数と式

数Ⅱの基礎①
式と証明・複素数と方程式

英文法の基礎②
準動詞（不定詞・動名詞・分詞）

英作文の基礎②
構文編

数Ⅰの基礎②
２次関数

数Ⅱの基礎②
三角関数、指数・対数関数

英文法の基礎③
比較・関係詞・仮定法

英文読解の基礎

数Ⅰの基礎③
図形と計量（三角比）

数Ⅱ・Bの基礎
微分・積分・数列

夏

各講座 20分×16回 「１日20分×4回×４日」が標準受講モデルです。

学年

高１

高2

高１

高2

科目

英 語

数 学

冬 春（新学年）

つまづ

「４日でわかる講座」 学習の流れ
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日頃は学校の予習・復習・課題、そして定期テスト勉強で忙しい高１生・高２生。
積み上げてきた日頃の学習を、学校の季節休みを利用して復習すると大学
受験で闘える学力にレベルアップすることができます。
「４日でわかる講座」は高１生・高２生が各季節に復習すべきテーマを厳選して
カリキュラムが組まれています。部活との両立も問題ありません。
受講直後の学期の定期テストで確実に成果が表われるだけでなく、大学
受験にも活きる学力を身につけることができます。

夏・冬・春
基礎学力レベルアップ
４日でわかる講座

日頃の学習を大学受験につなげる

「４日でわかる講座」 年間学習テーマ

高１生・高２生が絶対マスターしておくべき重要テーマを
集中講義します。
高１生・高２生が躓きやすいポイントを分かりやすく解説
し、それまで苦手だった分野の得点力を、この４日間で大
幅に引き上げます。

「重要テーマ解説授業」
1テーマ20分 1テーマ10分

「わかった」を「点になる」レベルにするにはアウトプット
演習が必要です。
付属のホームタスクで演習を重ねることで「点になる力」
が完全定着します。ホームタスクにはポイント解説授業
もついており学習ケアは万全です。

「ホームタスク」演習

英文法の基礎①
文型・動詞・態

英作文の基礎①
文法編

数Ⅰの基礎①
数と式

数Ⅱの基礎①
式と証明・複素数と方程式

英文法の基礎②
準動詞（不定詞・動名詞・分詞）

英作文の基礎②
構文編

数Ⅰの基礎②
２次関数

数Ⅱの基礎②
三角関数、指数・対数関数

英文法の基礎③
比較・関係詞・仮定法

英文読解の基礎

数Ⅰの基礎③
図形と計量（三角比）

数Ⅱ・Bの基礎
微分・積分・数列

夏

各講座 20分×16回 「１日20分×4回×４日」が標準受講モデルです。

学年

高１

高2

高１

高2

科目

英 語

数 学

冬 春（新学年）

つまづ

「４日でわかる講座」 学習の流れ

例題解説授業 20分
しっかり理解！

演習 10～20分
テキストの演習問題を解く！

演習のポイント解説授業 10分
重要ポイントを確認！

授業1回の進み方合宿講座
夏や冬など長い休みの時には、

	 講座コード　NGE1 対 象 英語が苦手で中学レベルから復習したい高1・高2生。

合宿20
高校英文法基礎の基礎

高校英語で最初に学習する「動詞」「文型」「時制」などの単元を中学レベルからさかのぼって学習します。
英語を本当に基本から学び直すのに最適な講座です。

基礎 応用
講 師 丸山　大地 授業時間・回数 30分×20回★ ★ ★ ★ ★

	 講座コード　NGE3 対 象 英語構文をマスターし、英作文問題の土台を身につけたい高2生・高3生。

合宿40
重要英語構文の基礎

「It を用いた構文」「比較構文」「無生物主語構文」「否定構文」などの重要英語構文について集中学習します。
基本例文をマスターすることに重点を置き、英作文問題に応用できる知識を身につけます。

基礎 応用
講 師 石橋　渉 授業時間・回数 30分×40回★ ★ ★ ★ ★

	 講座コード　NGE2 対 象 英文法の重要単元を基本から集中的に学習したい高2生・高3生。

合宿40
重要英文法の基礎

英文法の重要単元（5文型、助動詞、態、不定詞、動名詞、分詞、比較、関係詞、仮定法）について、基本
から集中学習します。基本例文をマスターすることに重点を置きます。

基礎 応用
講 師 加藤　昌幸 授業時間・回数 30分×40回★ ★ ★ ★ ★

	 講座コード　NGM1 対 象 数学が苦手で中学レベルから復習したい高1生。

合宿20
高校数学の基礎の基礎

高校数学で最初に学習する「数と式」「2次関数」などの単元を中学レベルからさかのぼって学習します。
数学Ⅰを本当に基本から学び直すのに最適な講座です。

基礎 応用
講 師 倉浪　章仁 授業時間・回数 30分×20回★ ★ ★ ★ ★

	 講座コード　NGM2 対 象 「数と式」「2次関数」を総復習したい高1生。

合宿20
高校数学の基礎

「数と式」「2次関数」の範囲について総復習します。
高校数学の基本となる分野について確固たる土台を築くことができます。

基礎 応用
講 師 倉浪　章仁 授業時間・回数 30分×20回★ ★ ★ ★ ★

	 講座コード　NGM3 対 象 数学Ⅰ・Ａの重要項目を基本から集中的に学習したい高2生・高3生。

合宿40
数学Ⅰ・Ａの基礎

数学Ⅰ・Ａの重要項目を基本から復習します。
数学Ⅰ・Ａ範囲の基本的な解法の定着に自信のない高2生・高3生に最適な講座です。

基礎 応用
講 師 城能　博 授業時間・回数 30分×49回★ ★ ★ ★ ★

	 講座コード　NGM5 対 象 数学Ⅱ・Ｂの重要項目を基本から集中的に学習したい高3生。

合宿40
数学Ⅱ・Ｂの基礎

数学Ⅱ・Ｂの重要項目を基本から復習します。
数学Ⅱ・Ｂ範囲の基本的な解法の定着に自信のない高3生に最適な講座です。

基礎 応用
講 師 城能　博 授業時間・回数 30分×40回★ ★ ★ ★ ★

	 講座コード　NGM6 対 象 数Ⅲの計算力を鍛えたい高3生。

合宿40
数Ⅲの基礎

理系数学入試出題率の約半分を占める数学Ⅲにおいて、得点力の決め手となるのが計算力です。
本講座では「極限」「微分法」「積分法」における計算力を徹底的に鍛え、数学Ⅲの揺るぎない土台を築きます。

基礎 応用
講 師 橋爪　宏幸 授業時間・回数 30分×40回★ ★ ★ ★ ★

苦手科目は基礎に的を絞って徹底的に鍛えることで必ず克服できます。長い休みはその絶好のチャンス。
高校生の弱点を知り抜いているウイングネット講師の授業が、「わかる！」を実感させます。
テキストの他、スタートテスト、タスクテスト、ゴールテストと「わかる！」「点になる！」ための
テストが完備され、アウトプットを徹底して行います。

数
学

英
語

理
科

社
会

国
語

目
的
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推奨受講プラン 7月～8月
夏期講習 マスター　ＡＯ・公募推薦小論文

9月～12月
看護・医療系「小論文」

推奨受講プラン 7月～8月
ベーシックウイング高校生物基礎

9月～12月
看護・医療系「生物基礎」

推奨受講プラン 4月～8月
ベーシックウイング高校数学Ⅰ・Ａ

9月～12月
看護・医療系「数学Ⅰ・Ａ」

近年、４年制大学の看護・医療系学部は高い就職率が人気を呼び、入試倍率が非常に高くなっています。
１点を争う看護・医療系入試において、得点力を高めるために演習を積むことは不可欠です。
本講座でしっかりと対策をして、目指す看護・医療系学部に合格できる実力を身につけましょう。

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・専門学校対策講座看護・医療系４年制大学対策講座

※看護医療系の短大・専門学校対策の講座については高校生ベーシックウイング学習・講座ガイドを参照してください。

メディカルコース
メディカルコースは看護師・理学療法士・作業療法士・診療放射線技師・臨床検査技師などをめざす
短大・専門学校受験生のためのコースです。
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推奨受講プラン 7月～8月
夏期講習 マスター　ＡＯ・公募推薦小論文

9月～12月
看護・医療系「小論文」

推奨受講プラン 7月～8月
ベーシックウイング高校生物基礎

9月～12月
看護・医療系「生物基礎」

推奨受講プラン 4月～8月
ベーシックウイング高校数学Ⅰ・Ａ

9月～12月
看護・医療系「数学Ⅰ・Ａ」

近年、４年制大学の看護・医療系学部は高い就職率が人気を呼び、入試倍率が非常に高くなっています。
１点を争う看護・医療系入試において、得点力を高めるために演習を積むことは不可欠です。
本講座でしっかりと対策をして、目指す看護・医療系学部に合格できる実力を身につけましょう。

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・専門学校対策講座看護・医療系４年制大学対策講座

※看護医療系の短大・専門学校対策の講座については高校生ベーシックウイング学習・講座ガイドを参照してください。

数検合格を勝ち取る！

数検とは？
「数検」は正式名称を「実用数学技能検定」といい、公益財団法人日本数学検定協会が実施しています。数学の実用的な技能
を測る検定で、進学や就職に生かすことができます。
大学入試において、受験生の総合的な人物評価の基準として、数検の取得を活用する大学・短大が増えています。また、数検
対策の学習をすることは、学校の予習や復習、基礎固めにも役立ちます。

数検トレーニングゼミの特長
1次試験対策と2次試験対策に分かれて、効率よく学習することができます。

数検トレーニングゼミ 準１級 
〈数Ⅲ・数Ⅱ・数Ｂ〉

Step1：１次試験対策２０時間コース
★授業時間・回数　２０分×６０回

Step2：２次試験対策２０時間コース
★授業時間・回数　２０分×６０回

１次試験は、教科書の例題から章末問題レベルの問題が出題されます。

２次試験は、大学入試レベルの問題が出題されます。

講座コード : SK15

数検トレーニングゼミ ２級 
〈数Ⅱ・数Ｂ・数Ⅰ・数Ａ〉

Step1：１次試験対策１０時間コース
★授業時間・回数　１０分×６０回
１次試験は、教科書の例題レベルの問題が出題の中心です。

Step2：２次試験対策１０時間コース
★授業時間・回数　２０分×３０回
２次試験は、数値を求める問題の他に証明技能を試す問題が出題されます。

講座コード : SK2

数検 トレーニングゼミ

基本事項の確認と、問題の解説 主に応用問題・発展問題・練習問題の解説

2次試験対策1次試験対策 数理技能計算技能

数検対策の

決定版！

数
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　　　　　の目的は、“総合型選抜・学校推薦型選抜で合格”です。
「でも、中学内容からやり直しても、大学入試に間に合うのかな…」

そんなキミのための講座が　　　　　です。

　　　　　講座は、総合型選抜・学校推薦型選抜で必要な分野・単元を絞り込んで、
中学内容からさかのぼって基礎学力を定着させるための講座です。

５レベルの講座構成で、スムーズに、確実に、基礎学力が完成します。

総合型選抜・学校推薦型選抜の基礎学力テスト対策

基礎 解説授業 発展 解説授業 チェックテスト

映像受講 20分 映像受講 20分 実施 10分
1学習
テーマ
50分

英語
標準学習
パターン

MyGAK「英語」 講座コード：ＭＧHE

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 英文の骨格
英語文法 第２回 動詞の変化
英語文法 第３回 代名詞
英語文法 第４回 動詞にかかわる様々な表現
英語文法 第５回 「否定文」と「疑問文」

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 be動詞
英語文法 第２回 一般動詞
英語文法 第３回 冠詞・名詞・代名詞
英語文法 第４回 形容詞・副詞
英語文法 第５回 WH疑問文
英語文法 第６回 時制 進行形
英語文法 第７回 時制 未来形
英語文法 第８回 時制 現在完了形
英語文法 第９回 助動詞
英語文法 第１０回 文型
英語構文 第１回 一般動詞（１）
英語構文 第２回 一般動詞（２）
英語構文 第３回 be動詞（１）
英語構文 第４回 be動詞（２）
英語構文 第５回 時制 過去形
英語構文 第６回 時制 進行形
英語構文 第７回 時制 未来形
英語構文 第８回 時制 現在完了形
英語構文 第９回 助動詞
英語構文 第１０回 WH疑問文（１）

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 さまざまな文
英語文法 第２回 不定詞（１）
英語文法 第３回 不定詞（２）
英語文法 第４回 動名詞
英語文法 第５回 分詞
英語文法 第６回 受動態
英語文法 第７回 前置詞、接続詞（１）
英語文法 第８回 接続詞（２）、間接疑問・付加疑問
英語文法 第９回 関係代名詞
英語文法 第１０回 比較
英語構文 第１回 WH疑問文（２）
英語構文 第２回 付加疑問文
英語構文 第３回 There is構文
英語構文 第４回 命令文
英語構文 第５回 感嘆文
英語構文 第６回 受動態（１）
英語構文 第７回 受動態（２）
英語構文 第８回 間接疑問文
英語構文 第９回 関係代名詞
英語構文 第１０回 関係副詞

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 動詞（１）
英語文法 第２回 動詞（２）
英語文法 第３回 時制（１）
英語文法 第４回 時制（２）
英語文法 第５回 名詞・代名詞
英語文法 第６回 形容詞・副詞
英語文法 第７回 助動詞
英語文法 第８回 受動態（１）
英語文法 第９回 受動態（２）
英語文法 第１０回 仮定法
英語構文 第１回 品詞（１）
英語構文 第２回 品詞（２）
英語構文 第３回 SVX〔第１文型、第２文型、第３文型〕
英語構文 第４回 SVXX（１）〔第４文型、第５文型＜１＞〕
英語構文 第５回 SVXX（２）〔第５文型＜２＞〕
英語構文 第６回 MSV（１）〔副詞による修飾＜１＞〕
英語構文 第７回 MSV（２）〔副詞による修飾＜２＞〕
英語構文 第８回 SMV〔形容詞による修飾〕
英語構文 第９回 不定詞（１）
英語構文 第１０回 不定詞（２）

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 不定詞（１）
英語文法 第２回 不定詞（２）
英語文法 第３回 動名詞
英語文法 第４回 分詞（１）
英語文法 第５回 分詞（２）
英語文法 第６回 接続詞・前置詞
英語文法 第７回 比較
英語文法 第８回 疑問詞
英語文法 第９回 関係詞（１）
英語文法 第１０回 関係詞（２）
英語構文 第１回 動名詞
英語構文 第２回 分詞（１）
英語構文 第３回 分詞（２）
英語構文 第４回 疑問詞
英語構文 第５回 関係詞（１）
英語構文 第６回 関係詞（２）
英語構文 第７回 接続詞（１）
英語構文 第８回 接続詞（２）
英語構文 第９回 接続詞（３）
英語構文 第１０回 接続詞（４）

英語 超・基礎学力 英語 基礎学力上級

英語 基礎学力初級

英語 基礎学力完成

英語 基礎学力中級

＊ベーシックウイングの ならウイングネットの講師が授業をします
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基本 解説授業 応用 解説授業 チェックテスト

映像受講 20分 映像受講 20分 実施 10分
1学習
テーマ
50分

数学
標準学習
パターン

知識 解説授業 読解 解説授業 チェックテスト

映像受講 10分 映像受講 10分 実施 10分
1学習
テーマ
30分

現代文
標準学習
パターン

MyGAK「数学」 講座コード：ＭＧHM

回数 学習テーマ
数学 第１回 整数の四則演算
数学 第２回 分数計算
数学 第３回 文字式、１次方程式
数学 第４回 展開、因数分解
数学 第５回 平方根、２次方程式

回数 学習テーマ
数学 第１回 四則演算、分数計算
数学 第２回 正負の数、文字式
数学 第３回 展開、因数分解
数学 第４回 平方根
数学 第５回 方程式、不等式
数学 第６回 １次関数
数学 第７回 ２次方程式
数学 第８回 ２次関数①
数学 第９回 ２次関数②
数学 第１０回 集合・命題

回数 学習テーマ
数学 第１回 角度・多角形
数学 第２回 平行と角度
数学 第３回 図形の面積
数学 第４回 円・おうぎ形
数学 第５回 円周角
数学 第６回 比
数学 第７回 合同・相似
数学 第８回 相似の利用
数学 第９回 三平方の定理
数学 第１０回 場合の数・確率

回数 学習テーマ
数学 第１回 文字式
数学 第２回 文章題①
数学 第３回 文章題②
数学 第４回 展開・因数分解
数学 第５回 平方根
数学 第６回 ２次方程式①
数学 第７回 ２次方程式②
数学 第８回 １次関数
数学 第９回 ２次関数
数学 第１０回 グラフの応用

回数 学習テーマ
数学 第１回 図形の移動
数学 第２回 空間図形①
数学 第３回 空間図形②
数学 第４回 三平方の定理①
数学 第５回 三平方の定理②
数学 第６回 空間図形の断面と回転
数学 第７回 面積比・体積比
数学 第８回 三角形の性質
数学 第９回 内接円と内接球
数学 第１０回 空間図形と相似

回数 学習テーマ
現代文 第１回 基本的な言葉
現代文 第２回 品詞分解
現代文 第３回 言葉のしくみ
現代文 第４回 用語
現代文 第５回 接続語、段落

回数 学習テーマ
現代文 第１回 同音・同訓異字Ⅰ
現代文 第２回 同音・同訓異字Ⅱ
現代文 第３回 同音・同訓異字Ⅲ
現代文 第４回 同音・同訓異字Ⅳ
現代文 第５回 反対語Ⅰ
現代文 第６回 反対語Ⅱ
現代文 第７回 四字熟語Ⅰ
現代文 第８回 四字熟語Ⅱ
現代文 第９回 故事成語Ⅰ
現代文 第１０回 故事成語Ⅱ

回数 学習テーマ
現代文 第１回 単語と文節
現代文 第２回 品詞の種類
現代文 第３回 名詞と動詞、助詞と助動詞
現代文 第４回 形容詞と形容動詞
現代文 第５回 副詞、連体詞、接続詞、感動詞
現代文 第６回 活用
現代文 第７回 主語
現代文 第８回 述語
現代文 第９回 修飾語
現代文 第１０回 主体と客体

回数 学習テーマ
現代文 第１回 同音・同訓異字Ⅰ
現代文 第２回 同音・同訓異字Ⅱ
現代文 第３回 同音・同訓異字Ⅲ
現代文 第４回 同音・同訓異字Ⅳ
現代文 第５回 反対語Ⅰ
現代文 第６回 反対語Ⅱ
現代文 第７回 反対語Ⅱ
現代文 第８回 反対語Ⅱ
現代文 第９回 慣用表現Ⅰ
現代文 第１０回 慣用表現Ⅱ

回数 学習テーマ
現代文 第１回 文章構造 具体例Ⅰ
現代文 第２回 文章構造 具体例Ⅱ
現代文 第３回 文章構造 対比Ⅰ
現代文 第４回 文章構造 対比Ⅱ
現代文 第５回 文章構造 対比と具体例Ⅰ
現代文 第６回 文章構造 対比と具体例Ⅱ
現代文 第７回 文章構造 心情転換Ⅰ
現代文 第８回 文章構造 心情転換Ⅱ
現代文 第９回 文章構造 主張の発見
現代文 第１０回 文章構造を読み取る

MyGAK「現代文」 講座コード：ＭＧHL

数学 超・基礎学力 数学 基礎学力上級

数学 基礎学力初級

数学 基礎学力完成

数学 基礎学力中級

現代文 超・基礎学力 現代文 基礎学力上級

現代文 基礎学力初級

現代文 基礎学力完成

現代文 基礎学力中級

数
学
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語
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科
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00:00

00:00

00:00

絶賛
配信中！

友達追加はこちらから！

舩倉先生

鈴木先生

00:00

石橋先生

ウイングネット

聞かなきゃ損！？ 
大学生 V-log
現役難関大生たちが遂に公式
LINEに動画で登場！！
合格の秘訣、大学生活の様子、
更には受験の失敗談まで！
現役大学生の‘超’リアルな声
をお届けします！

直撃！
先生に訊いてみた
先生たちが撮影しているスタ
ジオに直撃！
先生の「画面の外」の様子や、
受験に向けて勉強方法の極
意などを伝授！

知っトク！
インフォメーション
学校情報や受験情報、日ごろ
の勉強法から、入試直前期に
すべきことまで、進路指導の
プロが役立つ情報を発信！

LINE公式アカウント
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