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慶應義塾　東京理科　東邦　日本　東京薬科
明治薬科　星薬科　北里　帝京　国際医療福祉
武蔵野　昭和薬科　昭和　名城　京都薬科
立命館　同志社女子　大阪薬科　近畿　摂南
神戸薬科　福岡　他

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅠ

マスター英文法集中征服ゼミ

入試長文読解集中征服ゼミⅠ

マスター英文読解集中征服ゼミ

入試数学関数集中征服ゼミ

マスター数学関数集中征服ゼミ

入試数学図形・確率集中征服ゼミ

マスター数学図形・確率集中征服ゼミ

総合化学Ｇ＊

総合化学Ｓ＊

私立大
薬学系

日本　東洋　京都産業　近畿　龍谷　東京都市
東京電機　工学院　神奈川　金沢工業　東海
愛知工業　名城　中京　大阪工業　広島工業
福岡　他

マスター英文法集中征服ゼミ

マスター英文読解集中征服ゼミ

マスター数学関数集中征服ゼミ

マスター数学図形・確率集中征服ゼミ

数Ⅲ「複素数平面」Ｓ＊

数Ⅲ「平面上の曲線」Ｓ＊

総合物理Ｓ＊

総合化学Ｓ＊

私立大
理工系

早慶大英語 難関大理系数学Ｍ 難関大化学Ｔ

難関大生物Ｔ

難関大物理Ｔ最難関
私立大

北海道医療　日本赤十字秋田看護
国際医療福祉　自治医科　埼玉医科
日本医療科学　北里　杏林　聖路加看護
順天堂　共立女子　昭和　東京医科
東京医療保健東京慈恵会医科
東京女子医科　東邦　日本赤十字看護　武蔵野
聖隷クリスト　椙山女学園　愛知医科
日本赤十字豊田　岐阜医療科学　鈴鹿医療科学
四日市看護医療　関西医療　京都橘　甲南女子
神戸女子　摂南　大阪医科　佛教　同志社女子
兵庫医療　武庫川女子　吉備国際　広島国際
産業医科　福岡　久留米　他

マスター数学関数集中征服ゼミ

マスター数学図形・確率集中征服ゼミ

総合化学Ｓ＊

総合生物＊

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅠ

マスター英文法集中征服ゼミ

入試長文読解集中征服ゼミⅠ

マスター英文読解集中征服ゼミ

私立大
医療系

＊数Ⅱ・Bが範囲に入ります。

＊は年間カリキュラム講座です。

東京理科　明治　青山学院　立教　学習院
中央　法政　芝浦工業　同志社　関西
関西学院　立命館　他

入試数学関数集中征服ゼミ

入試数学図形・確率集中征服ゼミ

数Ⅲ「複素数平面」Ｇ＊

数Ⅲ「平面上の曲線」Ｇ＊

総合物理Ｇ＊

総合化学Ｇ＊

難関
私立大
理工系

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅠ

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅡ

入試長文読解集中征服ゼミⅠ

入試長文読解集中征服ゼミⅡ

国公立大

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅠ

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅡ

入試長文読解集中征服ゼミⅠ

入試長文読解集中征服ゼミⅡ

弘前　岩手　宮城　秋田　山形　福島　茨城　
宇都宮　群馬　前橋工科　埼玉　電気通信
東京海洋　新潟　富山　金沢　福井　山梨　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　九州工業　佐賀　長崎　熊本　大分　宮崎　
鹿児島　琉球 　他

入試数学関数集中征服ゼミ

入試数学図形・確率集中征服ゼミ

数Ⅲ「複素数平面」Ｇ＊

数Ⅲ「平面上の曲線」Ｇ＊

総合物理Ｇ＊

総合化学Ｇ＊

総合生物＊

難関大英語Ｔ 難関大理系数学Ｍ 難関大化学Ｔ

難関大生物Ｔ

難関大物理Ｔ難関
国公立大

大阪　名古屋　北海道　東北　九州　筑波　千葉
横浜国立　横浜市立　お茶の水女子　東京農工
首都大東京　東京学芸　名古屋市立　京都府立
大阪府立　大阪市立　神戸　広島　他

東大理系数学

難関大理系数学Ｔ

東大英語

難関大英語Ｔ
東大化学

東大生物

東大物理最難関
国公立大

東京・京都・東京工業・医学部

成蹊　成城　武蔵　明治学院　日本　東洋
駒澤　専修　國學院　獨協　京都産業　近畿
甲南　龍谷　北海学園　東北学院　東北福祉
文教　神奈川　東海　愛知　愛知学院
名古屋外国語　名城　中京　関西外国語　佛教
京都橘　京都外国語　広島修道　西南学院
福岡　他

マスター英文法
集中征服ゼミ
マスター英文読解
集中征服ゼミ

マスター現代文
集中征服ゼミ
マスター古文
集中征服ゼミ

マスター数学関数
集中征服ゼミ
マスター数学図形・確率
集中征服ゼミ

総合日本史Ｓ＊

総合世界史Ｓ＊

総合政治経済＊
私立大

大阪　名古屋　北海道　東北　九州　
筑波　千葉　横浜国立　お茶の水女子　
東京外国語　首都大東京　東京学芸　
大阪府立　大阪市立　神戸　広島

東大日本史

東大世界史

東大地理

難関
国公立大 難関大英語Ｔ 難関大国語Ｔ 難関大文系数学Ｍ

早慶大英語
早大国語

慶大小論文
難関大文系数学Ｍ

早慶大日本史

早慶大世界史
最難関
私立大 早稲田・慶應・上智

明治　青山学院　立教　学習院　中央　法政
同志社　関西　関西学院　立命館　南山
津田塾　東京女子　日本女子　学習院女子
京都女子　同志社女子　他

入試現代文
集中征服ゼミ
入試古文
集中征服ゼミ

入試数学関数
集中征服ゼミ
入試数学図形・確率
集中征服ゼミ

総合日本史Ｇ＊

総合世界史Ｇ＊

総合政治経済＊

難関
私立大

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅠ

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅡ

入試長文読解集中征服ゼミⅠ

入試長文読解集中征服ゼミⅡ

弘前　岩手　宮城　秋田　山形　福島　茨城
宇都宮　群馬　高崎経済　埼玉　横浜市立
新潟　富山　金沢　福井　山梨　都留文科
信州　岐阜　静岡　名古屋市立　三重　滋賀
京都府立　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

国公立大

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅠ

入試英文法・英作文集中征服ゼミⅡ

入試長文読解集中征服ゼミⅠ

入試長文読解集中征服ゼミⅡ

入試現代文
集中征服ゼミ
入試古文
集中征服ゼミ

入試数学関数
集中征服ゼミ
入試数学図形・確率
集中征服ゼミ

総合日本史Ｇ＊

総合世界史Ｇ＊

総合政治経済＊

東大国語
東大英語

難関大英語Ｔ

東大文系数学

難関大文系数学Ｔ

最難関
国公立大 東京・京都・一橋

東大日本史

東大世界史

東大地理

一橋大世界史

英　語 数　学 理　科志望系統
理　系

英　語 数　学国　語 地歴公民志望系統
文　系

躍躍の春春期講習 志望系統別 受講モデル

早稲田・慶應・上智



ウイングネット本科 春期講習 新高3
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対象 難関国公立大学、早稲田・慶應・上智をめざす受験生。明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院・東京理科、関西・関西学院・同志社・立命館等の難関私立大志望で、英語を得意科目とし得点源としたい受験生。

講座コード：H3EXQ 難関国公立大、難関私立大で出題された英文法・英作文の問題に取り組み、出題レベルや設問形式を把握します。
実際の入試問題に取り組むので、難度の高い問題も含まれていますが、知識や応用力を総動員して挑戦しましょう。
また、国公立大入試対策として、個別試験での英文法・英作文問題の攻略法を伝授します。入試英文法・英作文集中征服ゼミⅡ

基礎������応用
講師 石橋 渉 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合英語Ｑ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 単語・文法・同意表現・英作文選択問題 2回 書き換え・共通語・整序英作文問題 3回 正誤・応答文・補充英作文問題 4回 文法・英作文・整序英作文・正誤問題

講座コード：H3EYQ 難関国公立大、難関私立大で出題された長文読解問題に取り組むことを通して、出題レベルを明確に把握し、
「どのような学習をどのように進めていけばよいのか」といった今後の学習方針を見定めることを目的とした講座です。
また、国公立大入試対策として、個別試験での長文問題の攻略法を伝授します。入試長文読解集中征服ゼミⅡ

基礎������応用
講師 石橋 渉 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合英語Ｑ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 長文読解問題（1） 2回 長文読解問題（2） 3回 長文読解問題（3） 4回 長文読解問題（4）

対象 国公立大学、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院・東京理科、関西・関西学院・同志社・立命館等の難関私立大、難関私立大の薬学系・農学系・医療系の学部を志望する受験生。

講座コード：H3EXC 上記対象大学で実際に出題された入試問題から、英文法・英作文の頻出パターン問題をピックアップし、演習およびその
解説をします。これまで学習してきた基本を確認しつつ、入試問題を解くための考え方を身につけてもらいます。入試英文法・英作文集中征服ゼミⅠ

基礎������応用
講師 石橋 渉 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合英語Ｃ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 単語・同意表現・英作文選択問題 2回 書き換え・共通語・整序英作文問題 3回 補充英作文・対話文応答・正誤問題 4回 総合問題

講座コード：H3EYC 上記対象大学をターゲットとしている受験生を対象に、入試で頻出のテーマや設問形式を含んだ標準レベルの入試長文問
題をとり上げ、長文読解問題への取り組み方を学習する講座です。長文読解問題対策に悩んでいる受験生も、この講座を
受講することで、長文読解問題の攻略法を習得することができます。入試長文読解集中征服ゼミⅠ

基礎������応用
講師 石橋 渉 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合英語Ｃ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 長文読解問題（1） 2回 長文読解問題（2） 3回 長文読解問題（3） 4回 長文読解問題（4）

対象 成蹊・成城・武蔵・明治学院、日本・東洋・駒澤・専修・東京都市・工学院、京都産業・近畿・甲南・龍谷等の上位私立大、私立大の薬学系、農学系、医療系の学部を志望する受験生。

講座コード：H3EXL 本格的な受験勉強をスタートさせたばかりの受験生を対象に、英文法に的を絞り、基礎を重視しながら授業を進めます。
あと1年足らずに迫った大学入試に向けて、入試のレベルと出題傾向を知り、何をどのように学習すべきなのかについて、
指針を示します。マスター英文法集中征服ゼミ

基礎������応用
講師 加藤 昌幸 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合英語Ｌ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 入試で必要な文法知識① 2回 入試で必要な文法知識② 3回 入試で必要な構文知識 4回 入試問題演習

講座コード：H3EYL 入試英語の核をなす長文問題を解くためには、文の構造の理解が必要です。この講座では、短文や数行程度の英文を
じっくり読むことで読解の基礎と構文の知識を身につけます。4回の講座を通して英文読解攻略のための戦略を練り、
今の自分に何が足りないのかを発見して、今後の学習の目標設定をしましょう。マスター英文読解集中征服ゼミ

基礎������応用
講師 加藤 昌幸 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合英語Ｌ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 英文読解へのアプローチ（1） 2回 英文読解へのアプローチ（2） 3回 英文読解演習（1） 4回 英文読解演習（2）

講座コード：H3MXS 対象 数学ⅠA・ⅡB範囲の関数分野について基本～標準レベルの入試問題で演習したい受験生。

マスター数学関数集中征服ゼミ
数学ⅠA・ⅡB範囲の中で、関数や関数に関係の深い分野について学習します。関数分野は、入試での出題率が高く、
解法の方針が立てやすい問題が多いため、入試での失点が命取りになりかねません。この講座を受講することで、関数の典
型的な入試問題の解法パターンが取得でき、入試で確実に得点を稼ぐための学力基盤を強固なものにすることができます。

基礎������応用
講師 倉浪 章仁 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合理系数学Ｓ または

必修 総合数学Ⅰ・A、Ⅱ・Ｂ（Ｓ）★ ★ ★ ★ ★
授業内容 1回 2次関数、式と証明、高次方程式 2回 三角関数、指数・対数関数 3回 数列 4回 微分・積分（数Ⅱ）

講座コード：H3MYS 対象 数学ⅠA・ⅡB範囲の図形・確率分野について基本～標準レベルの入試問題で演習したい受験生。

マスター数学図形・確率集中征服ゼミ
数学ⅠA・ⅡB範囲の中で、図形と確率に関連する分野・単元を学習します。図形がからむ問題は、関数分野と異なり、解法の方針
が立てにくいものが多く、合否を分けるポイントとなります。この講座を受講することで、図形・確率の典型的な入試問題の解法パ
ターンを身につけることができます。弱点になりがちな分野を早めに強化しておくことで、数学を得点源科目とすることができます。

基礎������応用
講師 天野 貴宣 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合理系数学Ｓ または

必修 総合数学Ⅰ・A、Ⅱ・Ｂ（Ｓ）★ ★ ★ ★ ★
授業内容 1回 平面図形、図形と計算 2回 図形と方程式 3回 ベクトル 4回 場合の数・確率

講座コード：H3MXG 対象 数学ⅠA・ⅡB範囲の関数分野について標準～応用レベルの入試問題で演習したい受験生。

入試数学関数集中征服ゼミ
数学ⅠA・ⅡB範囲の中で、関数や関数に関係の深い分野について、入試標準レベルの問題を扱います。関数分野は、入試での出
題率が高く、解法の方針が立てやすい問題が多いため、入試では失敗できません。この講座を受講することで、関数の典型的な入
試標準レベル問題の解法パターンが取得でき、入試で確実に得点を稼ぐための学力基盤を強固なものにすることができます。

基礎������応用
講師 市川 進 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合理系数学Ｇ または

必修 総合数学Ⅰ・A、Ⅱ・Ｂ（G）★ ★ ★ ★ ★
授業内容 1回 2次関数、式と証明、高次方程式 2回 三角関数、指数・対数関数 3回 数列 4回 微分・積分（数Ⅱ）

講座コード：H3MYG 対象 数学ⅠA・ⅡB範囲の図形・確率分野について標準～応用レベルの入試問題で演習したい受験生。

入試数学図形・確率集中征服ゼミ
数学ⅠA・ⅡB範囲の中で、図形と確率に関連する分野・単元を学習し、入試標準レベルの問題を演習します。図形がからむ問題は、関数分野と異な
り、解法の方針が立てにくいものが多く、合否を分けるポイントとなります。この講座を受講することで、図形・確率の典型的な入試標準レベル問
題の解法パターンを身につけることができます。弱点になりがちな分野を早めに強化しておくことで、数学を得点源科目とすることができます。

基礎������応用
講師 天野 貴宣 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合理系数学Ｇ または

必修 総合数学Ⅰ・A、Ⅱ・Ｂ（G）★ ★ ★ ★ ★
授業内容 1回 三角比・三角関数 2回 ベクトル 3回 図形と方程式 4回 場合の数・確率

演習講座
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講座コード：H3MXH 対象 数学ⅠA・ⅡB範囲についてハイレベルの入試問題で演習したい受験生。

ハイレベル入試数学Ⅰ・A、Ⅱ・B集中ゼミ
難関国公立大や早稲田・慶應等の難関私立大学の「数学ⅠAⅡB範囲」の入試問題に取り組みます。ハイレベルな入試問題に
取り組むことを通し、目標大学の合格ライン突破に向けて、今後の学習方針を定めましょう。
この講座は予習前提で進行します。学習効果を2倍3倍とするためにも、必ず自分なりの解答を作成してから授業に臨みましょう。

基礎������応用
講師 市川 進 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 国公立大・早慶理系数学★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 数と式、式と証明、数列 2回 三角関数、指数・対数、
微分・積分（数Ⅱ） 3回 三角比、ベクトル 4回 図形と方程式、確率

講座コード：H3LSX 対象 成蹊・成城・武蔵・明治学院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・甲南・龍谷等の上位私立大を志望する受験生。明治・
立教・青山学院・中央・法政・学習院、関西・関西学院・同志社・立命館等の難関私立大志望で、現代文を苦手とする受験生。

マスター現代文集中征服ゼミ
入試現代文に取り組む基礎作りとして、4種類の入試問題を題材として現代文読解の攻略法を学習します。題材とした
問題は、「対立構造」と「言い換え」が明確なものを選択してあります。難しく感じるかもしれませんが、必ず予習し、
構造や内容を自分なりに把握した上で授業を受けましょう。

基礎������応用
講師 児玉 克順 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合国語Ｓ（現代文）★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 評論文（1） 2回 評論文（2） 3回 随筆（1） 4回 随筆（2）

講座コード：H3LSY 対象 成蹊・成城・武蔵・明治学院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・甲南・龍谷等の上位私立大を志望する受験生。明治・
立教・青山学院・中央・法政・学習院、関西・関西学院・同志社・立命館等の難関私立大志望で、古文を苦手とする受験生。

マスター古文集中征服ゼミ
「古典常識」「古文単語」「解釈（係り結び・呼応表現）」という学習要素をポイントとして、実際の入試古文の問題に取り
組みます。各回の授業は、学習ポイントのまとめとその演習で構成されています。この講座で、入試古文の学習全体像を
把握しましょう。

基礎������応用
講師 志摩邑 悟 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合国語Ｓ（古文）★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 古文常識 2回 古文単語 3回 解釈（呼応表現） 4回 解釈（係り結び）

講座コード：H3LGX 対象 難関国公立大、早稲田・慶應・上智、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、関西・関西学院・
同志社・立命館等の難関私立大を志望する受験生。

入試現代文集中征服ゼミ
明治・立教・青山学院・中央・法政大学入試レベル、またはより難度の高い入試問題の中から、入試現代文に頻出の
テーマを扱います。典型的な入試現代文の問題を題材に解法パターンを学びます。本格的な受験勉強のプロローグとして、
本講座を受講し、入試現代文読解力の基盤を強固なものとしましょう。

基礎������応用
講師 児玉 克順 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合国語Ｇ（現代文）★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 評論文（1） 2回 評論文（2） 3回 評論文（3） 4回 評論文（4）

講座コード：H3LGY 対象 難関国公立大、早稲田・慶應・上智、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、関西・関西学院・
同志社・立命館等の難関私立大を志望する受験生。

入試古文集中征服ゼミ
上記対象大学入試レベルの古文の入試問題について、「歌物語」「説話文」「近世文学」「随筆」等のジャンル別に学習を
進めます。その学習の中で、入試古文の典型的な設問形式、正解に至る道筋、設問に対応する学習方法等の情報を得て、
入試古文読解力の基盤を強固なものとしましょう。

基礎������応用
講師 山岡 俊也 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 総合国語Ｇ（古文）★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 歌物語 2回 説話文 3回 近世文学 4回 随筆

講座コード：H3LW 対象 センター試験を含め、入試科目に「現代文」を必要とする受験生。

現代文 背景知識の攻略
入試本番で最も恐ろしいのは「問題の本文が何を言っているのかチンプンカンプン」となってしまうこと。この講座は、
入試現代文でよく取り上げられる題材について、そこで使われる「単語の意味」や「背景知識」をわかりやすくまとめます。
それにより、本文の論点を正確につかんだり、筆者の主張を捉えやすくなるので、設問に正解できるようになります。

基礎������応用
講師 児玉 克順 授業時間・回数 80分×4回 予習 不要 年間対応講座 必修 総合国語Ｓ（現代文） または

必修 総合国語Ｇ（現代文）★ ★ ★ ★ ★
授業内容 1回 思想の流れを知る 2回 言語とは何かを知る 3回 自己と他者の関係を知る 4回 現代という時代を知る

講座コード：H4E3 対象 英文読解の基礎をマスターしたい新高３生。

英文読解の基礎 英文を分析的に読む方法を学習します。単語の意味をただつなげて読むことから脱却できるよう講義します。入試英文読
解のための基礎をガッチリと固めることができます。 3月21日配信開始

基礎������応用
講師 加藤 昌幸 授業時間・回数・単位 20分×16回 1単位 予習 不要★ ★ ★ ★ ★

講座コード：H4M3 対象 「微分」「積分」「数例」の基礎をマスターしたい新高３生。

数Ⅱ・Ｂの基礎
微分・積分・数列

微分・積分・数列は数Ⅲの学習の基礎になる分野です。この春に総復習しておくことで、数Ⅲの学習をスムーズにスター
トさせることができます。 3月21日配信開始

基礎������応用
講師 大塚 志喜 授業時間・回数・単位 20分×16回 1単位 予習 不要★ ★ ★ ★ ★

演習講座

新高３・４日でわかるスプリング
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講座コード：3PS

総合物理Ｓ

対象 日本・東洋・東京都市・東京電機・工学院、中京、近畿・甲南・龍谷等の私立大理工系を志望する受験生。国公立大理工系、東京理科・
明治・青山学院・中央・法政・芝浦工業、関西・関西学院・同志社・立命館等の難関私立大理工系志望で、物理を苦手とする受験生。

物理は、公式が導き出される過程を理解し、実際の問題で公式の使い方をマスターすることが学習のポイントです。講義
ではこの物理学習のポイントに即して解説をおこない、さまざまな問題に対応できる実力を養成します。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 小野 仁彦 チェックテスト タスクテスト 補助冊子 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

講座コード：3PG

総合物理Ｇ

対象 難関国公立大理工系、早稲田・慶應・上智、東京理科・明治・青山学院・中央・法政・芝浦工業、関西・
関西学院・同志社・立命館等の難関私立大を志望する受験生。

物理は公式が導き出される過程を理解し、実際の問題で公式の使い方をマスターすることが学習のポイントです。講義で
はこの物理学習のポイントに即して解説をおこない、ハイレベルの問題に対応できる実力を養成します。解説では、微分
積分を利用します。受講に際しては、「数Ⅱの微分積分」を履修している必要があります。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 小野 仁彦 チェックテスト タスクテスト 補助冊子 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

練成ユニット
0 1 2 3 4 5 6 夏期 7 8 9 10

波 動 力 学 力学演習
電界と電流 電磁気

講座コード：3CS

総合化学Ｓ

対象 日本・東洋・東京都市・東京電機・工学院、中京、近畿・甲南・龍谷等の私立大理工系、私立大の薬学系・
農学系・医療系の学部を志望する受験生。

化学は「理解して覚える」ことが大切です。化学の理論体系と入試で問われる知識を有機的に関連づけて基本から導入し、
入試基礎～標準レベルの問題演習により実力を強化します。さらに、各回に用意されている「復習問題」を活用すること
により、基本事項の定着を万全なものとすることができます。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 古川 千晶 チェックテスト タスクテスト 補助冊子 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

講座コード：3CG
総合化学Ｇ

対象 難関国公立大、早稲田・慶應・上智、東京理科・明治・青山学院・中央・法政・芝浦工業、関西・関西学院・
同志社・立命館等の難関私立大理工系、難関私立大の薬学系・農学系・医療系学部を志望する受験生。

化学は「理解して覚える」ことが大切です。化学の理論体系と入試で問われる知識を有機的に関連づけて導入し、精選さ
れた入試標準レベルの良問演習によりハイレベルの実力を養成します。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 古川 千晶 チェックテスト タスクテスト 補助冊子 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

講座コード：3B

総合生物

対象 国公立大の農学系、私立大の農学系・医療系学部を志望する受験生。センター試験で高得点を目指す受験生。

生物は単に暗記するだけの科目ではありません。講義では、観察や実験から得られた事実と関連づけながら入試で問われ
る知識を整理・体系化し、実力アップを図ります。学期ごとに学習内容を「生物基礎」と「生物」に分けていますので「生
物基礎」の範囲のみ学習することも可能です。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 三浦 忠義 チェックテスト タスクテスト 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

講座コード：3JS

総合日本史Ｓ

対象 成蹊・成城・武蔵・明治学院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・甲南・龍谷等の上位私立大を志望する受験生。明治・
立教・青山学院・中央・法政・学習院、関西・関西学院・同志社・立命館等の難関私立大志望で、日本史を苦手とする受験生。

日本史の学習では、歴史の流れを理解し、個々の重要事項を関連づけて覚えていくことが大切です。入試で問われる重要
事項を整理・体系化し、板書内容がそのままサブノートとなるよう講義を進めます。また、別冊の「日本史復習問題集」
を使用し、授業内で重要事項の定着を図ります。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 白木 宏明 チェックテスト タスクテスト 復習問題集 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

講座コード：3JG

総合日本史Ｇ

対象 難関国公立大、早稲田・慶應・上智、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、関西・関西学院・
同志社・立命館等の難関私立大を志望する受験生。

日本史の学習では、歴史の流れを理解し、個々の重要事項を関連づけて覚えていくことが大切です。入試で問われる事項
を細部にわたり、整理・体系化し、穴埋め形式の補助冊子がそのままサブノートとなるよう講義を進めます。別冊の「日
本史復習問題集」を活用することにより、学習内容を確実に定着させることができます。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 中務 康弘 チェックテスト タスクテスト 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

練成ユニット
0 1 2 3 4 5 6 夏期 7 8 9 10

無機化学 理論化学 理論化学演習
有機化学入門 有機化学

練成ユニット
0 1 2 3 4 5 6 夏期 7 8 9 10

生物基礎 生命現象と物質 遺伝
生物の進化と系統 発生・環境応答・生態と環境

練成ユニット
0 1 2 3 4 5 6 夏期 7 8 9 10

古代・中世（鎌倉時代まで） 近世・近代（室町時代・江戸時代） 明治史
文化史 近現代史

年間カリキュラム講座

【年間カリキュラム】 春から本格スタートする場合は、練成ユニット０・練成ユニット１を３月・春休みで受講することを推奨します。

【年間カリキュラム】 春から本格スタートする場合は、練成ユニット０・練成ユニット１を３月・春休みで受講することを推奨します。

【年間カリキュラム】 春から本格スタートする場合は、練成ユニット０・練成ユニット１を３月・春休みで受講することを推奨します。

【年間カリキュラム】 春から本格スタートする場合は、練成ユニット０・練成ユニット１を３月・春休みで受講することを推奨します。
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ウイングネット本科理科・地歴公民の年間カリキュラム授業は全１１ユニット＋夏期講習です。理科・地歴公民を

得点源科目とするためには、苦手な分野をなくすことが重要です。そのためには、ユニット0から受講し、どの分野

でももれなく得点できる学力を身につけていきましょう。

ウイングネット本科理科・地歴公民の年間カリキュラム授業の標準受講モデルは高２の冬をスタートとしています。

これから受講を開始するみなさんの年間受講モデルは以下のようになります。

学年末テストが終了した直後から学習を開始し、春休みを利用して、練成ユニット0・1を受講します。その後は

１ヵ月１ユニットのペースで受講し、夏休みに練成ユニット6と夏期講習を受講します。9月からの3ヵ月で4ユニット

を受講し、11月末に年間の受講を終了させます。こうすることで十分な総復習時間が確保でき、入試本番で、

理科・地歴公民を得点源科目とすることができます。

ユニット0 ユニット1

3月・春休み 4月 5月 6月 7月 夏休み 9月～11月

ユニット2 ユニット3 ユニット4 ユニット5 6ユニット 夏期講習
練成ユニット

ユニット7 ユニット8 ユニット9 ユニット10

〈３月スタート 理科・地歴公民受講モデル〉

「理科・地歴公民」 本格スタートを切る「理科・地歴公民」 本格スタートを切る

講座コード：3WS

総合世界史Ｓ

対象 成蹊・成城・武蔵・明治学院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・甲南・龍谷等の上位私立大を志望する受験生。明治・
立教・青山学院・中央・法政・学習院、関西・関西学院・同志社・立命館等の難関私立大志望で、世界史を苦手とする受験生。

世界史の学習では、断片的な「点」や「線」としての知識よりも、それぞれの知識を「面」として関連づけて覚えていく
ことが大切です。入試で問われる重要事項を、整理・体系化し、穴埋め形式の補助冊子がそのままサブノートとなるよう
講義を進めます。別冊の「世界史復習問題集」を活用することにより、学習内容を確実に定着させることができます。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 鵜飼 恵太 チェックテスト タスクテスト 補助冊子 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

講座コード：3WG

総合世界史Ｇ

対象 難関国公立大、早稲田・慶應・上智、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、関西・関西学院・
同志社・立命館等の難関私立大を志望する受験生。

世界史の学習では、断片的な「点」や「線」としての知識よりも、それぞれの知識を「面」として関連づけて覚えていく
ことが大切です。入試で問われる事項を細部にわたり、整理・体系化し、ハイレベルの実力が身につくよう講義を進めま
す。別冊の「世界史復習問題集」を活用することにより、学習内容を確実に定着させることができます。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 鵜飼 恵太 チェックテスト タスクテスト 補助冊子 予習 不要 標準受講回数 80分×70回

講座コード：3S

総合政治経済

対象 明治・青山学院・中央・法政、成蹊・成城・武蔵・明治学院、日本・東洋・駒澤・専修、関西・同志社・
立命館、京都産業・近畿・甲南・龍谷等の私立大を志望する受験生。

政治経済の入試問題は、教科書に出てくる用語だけを覚えていたのでは解けません。入試で問われる事項の背景をきちんと理解
しながら系統立てて学習する必要があります。入試で問われる重要事項を、整理・体系化し、さらに近年の入試の出題傾向に沿っ
て講義を進めます。各回に用意されている、「復習問題」を活用することにより、学習内容を確実に定着させることができます。

基礎������応用
★ ★ ★ ★ ★ 講師 角田 匡一 チェックテスト タスクテスト 補助冊子 テ 予習 不要 標準受講回数 80分×62回

練成ユニット
0 1 2 3 4 5 6 夏期 7 8 9 10

練成ユニット１
から開始です 政治原理・日本国憲法 国内政治 国際政治

国際経済 経済原理と国内経済

練成ユニット
0 1 2 3 4 5 6 夏期 7 8 9 10

古代・中世ヨーロッパ 中国史・イスラム史 欧米近代史
アジア諸地域 近現代史

年間カリキュラム講座

【年間カリキュラム】 春から本格スタートする場合は、練成ユニット０・練成ユニット１を３月・春休みで受講することを推奨します。

【年間カリキュラム】 春から本格スタートする場合は、練成ユニット１・練成ユニット２を３月・春休みで受講することを推奨します。
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対象 日本・東洋・東京都市・東京電機・工学院、中京、近畿・甲南・龍谷等の理工系学部を志望する受験生。

講座コード：H3MS2
数Ⅲの「平面上の曲線」について、導入から入試基礎レベルの解法まで学習します。
平常講座の「総合理系数学S」を受講している人は、年間カリキュラムの一環ですから、必ず受講しましょう。数Ⅲ「平面上の曲線」S

基礎������応用
講師 市川 進 授業時間・回数 80分×6回 予習 不要 年間対応講座 必修 総合理系数学Ｓ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 放物線、楕円 2回 双曲線、2次曲線の性質 3回 2次曲線の接線 4回 媒介変数表示 5回 極座標、極方程式（1） 6回 極方程式（2）

講座コード：H3MS1
数Ⅲの「複素数平面」について、導入から入試基礎レベルの解法まで学習します。
平常講座の「総合理系数学S」を受講している人は、年間カリキュラムの一環ですから、必ず受講しましょう。数Ⅲ「複素数平面」S

基礎������応用
講師 市川 進 授業時間・回数 80分×6回 予習 不要 年間対応講座 必修 総合理系数学Ｓ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 複素数平面 2回 複素数の極形式 3回 ド・モアブルの定理 4回 複素数と図形（1） 5回 複素数と図形（2） 6回 複素数平面総合

対象 国公立大、東京理科・明治・青山学院・中央・法政・芝浦工業、関西・関西学院・同志社・立命館等の難関大学の理工系学部を志望する受験生。

講座コード：H3MG2
数Ⅲの「平面上の曲線」について、導入から入試標準レベルの解法まで学習します。
平常講座の「総合理系数学G」を受講している人は、年間カリキュラムの一環ですから、必ず受講しましょう。数Ⅲ「平面上の曲線」G

基礎������応用
講師 市川 進 授業時間・回数 80分×6回 予習 不要 年間対応講座 必修 総合理系数学Ｇ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 放物線、楕円 2回 双曲線、2次曲線の性質 3回 2次曲線の接線 4回 媒介変数表示 5回 極座標、極方程式（1） 6回 極方程式（2）

対象 難関国公立大、早稲田・慶應・上智の理工系学部を志望する受験生。

講座コード：H3MH2 数Ⅲの「平面上の曲線」について、導入から入試応用レベルの解法まで学習します。
平常講座の「国公立大・早慶理系数学」を受講している人は、年間カリキュラムの一環ですから、必ず受講し
ましょう。数Ⅲ「平面上の曲線」H

基礎������応用
講師 天野 貴宣 授業時間・回数 80分×6回 予習 不要 年間対応講座 必修 国公立大・早慶理系数学★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 放物線、楕円 2回 双曲線、2次曲線の性質 3回 2次曲線の接線 4回 媒介変数表示 5回 極座標、極方程式（1） 6回 極方程式（2）

講座コード：H3MG1
数Ⅲの「複素数平面」について、導入から入試標準レベルの解法まで学習します。
平常講座の「総合理系数学G」を受講している人は、年間カリキュラムの一環ですから、必ず受講しましょう。数Ⅲ「複素数平面」G

基礎������応用
講師 市川 進 授業時間・回数 80分×6回 予習 不要 年間対応講座 必修 総合理系数学Ｇ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 複素数平面 2回 複素数の極形式 3回 ド・モアブルの定理 4回 複素数と図形（1） 5回 複素数と図形（2） 6回 複素数平面総合

講座コード：H3MH1 数Ⅲの「複素数平面」について、導入から入試応用レベルの解法まで学習します。
平常講座の「国公立大・早慶理系数学」を受講している人は、年間カリキュラムの一環ですから、必ず受講し
ましょう。数Ⅲ「複素数平面」H

基礎������応用
講師 天野 貴宣 授業時間・回数 80分×6回 予習 不要 年間対応講座 必修 国公立大・早慶理系数学★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 複素数平面 2回 複素数の極形式 3回 ド・モアブルの定理 4回 複素数と図形（1） 5回 複素数と図形（2） 6回 複素数平面総合

３月スタート 春期講習 1学期① 1学期② 1学期③ 1学期④ 夏期講習 2学期① 2学期② 2学期③ 2学期④

数列の極限 複素数平面
平面上の曲線

関数の極限と
微分法①

関数の極限と
微分法② 積分法① 積分法② 数Ⅲ演習

数ⅠＡ・ⅡＢ演習 総合演習① 総合演習② 総合演習③ 総合演習④

年間カリキュラム講座 年間カリキュラムの一部として、春期講習を行う講座です。
本科の通年講座を受講している人には、必修の授業となります。

３月スタート 春期講習 1学期① 1学期② 1学期③ 1学期④ 夏期講習 2学期① 2学期② 2学期③ 2学期④

数列の極限 複素数平面
平面上の曲線

関数の極限と
微分法①

関数の極限と
微分法② 積分法① 積分法② 数Ⅲ演習

数ⅠＡ・ⅡＢ演習 総合演習① 総合演習② 総合演習③ 総合演習④

３月スタート 春期講習 1学期① 1学期② 1学期③ 1学期④ 夏期講習 2学期① 2学期② 2学期③ 2学期④

数列の極限 複素数平面
平面上の曲線

関数の極限と
微分法①

関数の極限と
微分法② 積分法① 積分法② 数Ⅲ演習

数ⅠＡ・ⅡＢ演習 総合演習① 総合演習② 総合演習③ 総合演習④

年間カリキュラム講座

チェックテスト
定着演習授業
タスクテスト

チェックテスト
定着演習授業
タスクテスト

【年間カリキュラム】

チェックテスト
定着演習授業
タスクテスト

チェックテスト
定着演習授業
タスクテスト

【年間カリキュラム】

チェックテスト
定着演習授業
タスクテスト

チェックテスト
定着演習授業
タスクテスト

【年間カリキュラム】



Z会の教室映像 春期講習 新高3

9

講座コード：ZE3JH
東大英語

対象 東大を第一志望とする受験生。

東大で出題される各形式の問題を扱い、それぞれについて今後の学習で得点を伸ばしていくために必要となるポイントを
講義で押さえていきます。
【主な学習内容】総合問題 リスニング教材

映像講師 大見 理 授業時間・回数 180分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 東大英語

講座コード：ZE3TH 対象 京大・一橋大などの記述式問題を主とする難関国公立大、国公立大医学部を志望する受験生。

難関大英語T 英文和訳、長文読解、英作文をバランス良く扱いながら高度な読解力、記述力を養成します。
【主な学習内容】総合問題

映像講師 中村 正寿 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 難関大英語Ｔ

講座コード：ZM3JAH
東大理系数学

対象 東大理系を第一志望とする受験生。

数Ⅲも含めた入試重要単元を復習しながら典型的解法を完全習得し、東大理系数学の今後の学習につながる応用力を養成
します。
【主な学習内容】整数、極限、確率、数列、図形と方程式、微分積分（数Ⅱ・数Ⅲ）

映像講師 坂口 弘行 授業時間・回数 180分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 東大理系数学

講座コード：ZM3JBH
東大文系数学

対象 東大文系を第一志望とする受験生。

数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bの重要単元を復習しながら典型的解法を完全習得し、東大文系数学の今後の学習につながる応用力を
養成します。
【主な学習内容】方程式・不等式、関数とグラフ、整数、図形と方程式、微分積分

映像講師 高橋 一芳 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 東大文系数学

講座コード：ZM3TAH
難関大理系数学T

対象 京大理系・阪大理系・東工大および東医歯大・千葉大・北海道大・東北大・名古屋大・九州大・筑波大など
の難関国立大医学部志望の受験生。

数Ⅲも含めた入試重要単元を復習しながら典型的解法を完全習得し、京大・阪大・東工大・国公立大医学部などの理系
数学の今後の学習につながる応用力を養成します。
【主な学習内容】整数、極限、確率、数列、図形と方程式、微分積分（数Ⅱ・数Ⅲ）

映像講師 隣 裕之 授業時間・回数 180分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 難関大理系数学Ｔ

講座コード：ZE3MH
早慶大英語

対象 早大・慶大などの最難関私大を志望する受験生。

春の時点で押さえておきたい文法・構文・語彙を強化しながら、精読を通じて、早大・慶大など最難関私大英語に出題
される様々な形式の読解問題に取り組み、今後の学習につながる高度な読解力を養成します。
【主な学習内容】総合問題

映像講師 重田 まひと 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 早慶大英語

講座コード：ZM3TBH
難関大文系数学T

対象 京大文系、一橋大を志望する受験生。

数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bの重要単元を復習しながら典型的解法を完全習得し、京大・一橋大の文系数学の今後の学習に
つながる応用力を養成します。
【主な学習内容】方程式・不等式、関数とグラフ、整数、図形と方程式、微分積分

映像講師 田野 秀知 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 難関大文系数学Ｔ

講座コード：ZM3MAH 対象 早大・慶大・難関国公立大の理工系学部を志望する受験生。

難関大理系数学M
今後学習を進めていく上で必要不可欠となる下記単元について確実に理解することを目標とし、早大・慶大・難関国公立大
の理系数学の今後の学習につながる力の基礎を養成します。
【主な学習内容】整式、方程式・不等式、三角関数、図形と方程式、微分積分（数Ⅱ）

映像講師 尾崎 正剛 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 難関大理系数学Ｍ

講座コード：ZM3MBH 対象 早大・慶大・難関国公立大の文系学部を志望する受験生。

難関大文系数学M
数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bの重要単元について確実に理解することを目標とし、早大・慶大・難関国公立大の文系数学の今後の
学習につながる力の基礎を養成します。
【主な学習内容】整式、方程式・不等式、三角関数、図形と方程式、微分積分（数Ⅱ）

映像講師 尾崎 正剛 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 難関大文系数学Ｍ

講座コード：ZL3JH 対象 東大を第一志望とする受験生。

東大国語 東大国語で必要となる読解力と答案作成力について詳しく解説し、今後の学習につながる読解力・記述力を養成します。
【主な学習内容】現代文（評論）２回、随筆、古文、漢文各１回

映像講師 北村 曉 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 演習＋講義 予習 要 年間対応講座 東大国語

講座コード：ZL3TH 対象 京大・一橋大・阪大などの記述式問題を主とする難関国公立大を志望する受験生。

難関大国語T
現代文、古文、文語文について、難関国公立大で出題される入試問題はどのようなものか、どう読むべきかを具体的に
解説し、今後の学習につながる読解力・記述力を養成します。
【主な学習内容】現代文（評論）、古文各２回、文語文１回

映像講師 小嶋 はるか 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 演習＋講義 予習 要 年間対応講座 難関大国語Ｔ

講座コード：ZL3MH 対象 早大など最難関私立大を志望する受験生。

早大国語
現代文、古文、漢文について、文法や知識を確認しながら、解答を導くために必要な本文の論理構造、正確に読解する
する視点・考え方を確認し、早大など難関私立大国語の今後の学習につなげます。
【主な学習内容】現代文２回、古文２回、漢文１回

映像講師 小池 陽慈 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 演習＋講義 予習 要 年間対応講座 早大国語

講座コード：ZT3TH 対象 医学部を第一志望とする受験生。

医系小論文
小論文の読解・論述の基礎を確認しながら、医系小論文について幅広い知識と見識を身につけます。添削を通じて今後の
学習につながる論述力を養成します。
【主な学習内容】課題文読解型３回、テーマ型２回 添削（毎回）

映像講師 小柴 大輔 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 不要 年間対応講座 医系小論文
添削 こちらの講座については、添削指導ができます（指導料込）。添削用答案を教室の先生に提出してください。1週間～10日で返却します。
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講座コード：ZT3MH 対象 慶大を志望する受験生。

慶大小論文
小論文の典型的な問題に取り組み、慶大をはじめとする難関大小論文攻略に必要な知識と見識を身につけます。添削を
通じて今後の学習につながる論述力を養成します。
【主な学習内容】各種出題パターン別演習 添削（毎回）

映像講師 金子 秀一 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 不要 年間対応講座 慶大小論文

講座コード：ZP3JH
東大物理

対象 東大理系・京大理系・阪大理系・東工大および東医歯大・千葉大・北海道大・東北大・名古屋大・九州大・
筑波大などの難関国立大医学部志望の受験生。

物理学の土台である運動法則を運用する力など、東大をはじめとする最難関国公立大物理の今後の学習につながる応用力
を養成します。微分・積分（数Ⅲ）を使用し、既習を前提とします。
【主な学習内容】力学演習 添削（4回）

映像講師 田中 義一 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 東大物理

講座コード：ZP3TH
難関大物理T

対象 早大・慶大・難関国公立大の理工系学部を志望する受験生。

物理学の土台である運動法則をその根底から学びます。問題演習を通じて、基礎物理を確実に養成し、難関大物理の今後
の学習につなげます。
【主な学習内容】力学演習 添削（4回）

映像講師 根本 弘一郎 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 難関大物理Ｔ

講座コード：ZC3JH
東大化学

対象 東大理系・京大理系・阪大理系・東工大および東医歯大・千葉大・北海道大・東北大・名古屋大・九州大・
筑波大などの難関国立大医学部志望の受験生。

本科通年カリキュラムの一部になります。高校範囲を超えた知識を紹介しながら、発展問題・長文問題などを通して、
東大をはじめとする最難関国公立大化学の今後の学習につながる応用力を養成します。既習を前提とします。
【主な学習内容】原子の構造、化学結合、結晶、酸・塩基、酸化還元反応 添削（4回）

映像講師 早野 まよ 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 東大化学

講座コード：ZC3TH
難関大化学T

対象 早大・慶大・難関国公立大の理工系学部・薬学部を志望する受験生。

本科通年カリキュラムの一部になります。暗記に頼らない正しい方法論にもとづき、下記単元について基礎から丁寧に
解説し、基礎力を確実にすることで、難関大化学の今後の学習につなげます。
【主な学習内容】物質の構造２回、熱化学１回、酸・塩基２回 添削（4回）

映像講師 節田 佑介 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 難関大化学Ｔ

講座コード：ZB3JH
東大生物

対象 東大理系・京大理系・阪大理系および東医歯大・千葉大・北海道大・東北大・名古屋大・九州大・筑波大
などの難関国立大医学部志望の受験生。

東大・難関大医学部で出題されるハードな論述問題に対応できる力の基盤となる応用力を養成します。既習を前提と
します。
【主な学習内容】細胞・タンパク質２回、代謝３回 添削（4回）

映像講師 太田 寛 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 東大生物

講座コード：ZB3TH
難関大生物T

対象 東大生物対象以外の難関国公立大・早大理工系学部を志望する受験生。

下記単元について基本知識をその使い方を含めて誤りなく押さえ、良問演習へ生かすトレーニングを行い、難関大生物の
今後の学習につなげます。
【主な学習内容】細胞・タンパク質２回、代謝３回 添削（4回）

映像講師 太田 寛 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 難関大生物Ｔ

講座コード：ZW3JH
東大世界史

対象 東大・京大など本格的な論述問題が課される難関国公立大を志望する受験生。

本科通年カリキュラムの一部になります。論述問題を解くのに必要な通史のポイントについて講義を行った上で、
毎回論述問題に取り組み、東大をはじめとする最難関国公立大世界史の今後の学習につながる論述力を養成します。
【主な学習内容】中華文明の成立、南北朝と隋唐帝国、中国周辺民族、モンゴル帝国 添削（毎回）

映像講師 柴山 滋 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 東大世界史

講座コード：ZW3TH
一橋大世界史

対象 一橋大を第一志望とする受験生。

本科通年カリキュラムの一部になります。一橋大の論述問題への対処法について解説したうえで、論述演習に取り組み、
一橋大世界史の今後の学習につながる論述力を養成します。
【主な学習内容】イスラーム、インド、東西ヨーロッパの成立、中世ヨーロッパ 添削（2回）

映像講師 柴山 滋 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 一橋大世界史

講座コード：ZW3MH
早慶大世界史

対象 早大・慶大・難関国公立大を志望する受験生。

本科通年カリキュラムの一部になります。歴史の流れや因果関係を理解しながら、細かく深い知識の定着をはかり、
論述問題を除く難関大世界史のさまざまな出題形式に対応できる力を養成します。
【主な学習内容】イスラーム、インド、東南アジア、アフリカ

映像講師 田中 聡 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 不要 年間対応講座 早慶大世界史

講座コード：ZJ3JH
東大日本史

対象 東大・京大・一橋大など本格的な論述問題が課される難関国公立大を志望する受験生。

本科通年カリキュラムの一部になります。論述問題を解くのに必要な通史のポイントについて講義を行った上で、
毎回論述問題に取り組み、東大をはじめとする最難関国公立大日本史の今後の学習につながる論述力を養成します。
【主な学習内容】鎌倉幕府の成立～室町幕府、中世の産業経済の発展 添削（毎回）

映像講師 松田 博明 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 東大日本史

講座コード：ZJ3MH
早慶大日本史

対象 早大・慶大・難関国公立大を志望する受験生。

本科通年カリキュラムの一部になります。歴史の流れや因果関係を理解しながら、細かく深い知識の定着をはかり、
論述問題を除く難関大日本史のさまざまな出題形式に対応できる力を養成します。
【主な学習内容】武士の台頭から鎌倉幕府の滅亡、建武の新政

映像講師 松田 博明 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 不要 年間対応講座 早慶大日本史

講座コード：ZG3JH
東大地理

対象 東大・京大・一橋大など本格的な論述問題が課される難関国公立大を志望する受験生。

本科通年カリキュラムの一部になります。自然地理について、知識と論述に必要な視点・資料の読解に関する講義を行った
上で、毎回論述問題に取り組み、東大をはじめとする最難関国公立大地理の今後の学習につながる論述力を養成します。
【主な学習内容】大地形２回、小地形２回、地図投影法 添削（毎回）

映像講師 田村 誠 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 東大地理
添削 こちらの講座については、添削指導ができます（指導料込）。添削用答案を教室の先生に提出してください。1週間～10日で返却します。
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対象 日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・甲南・龍谷等の上位私立大をめざす高２生、国公立大、明治・立教・青山学院・中央・法政、同志社・立命館・関西・
関西学院等の難関私立大をめざしていて、苦手な英語を克服したい高２生。センター試験英語で140点以上の得点をめざす高２生。

講座コード：H2EXS 英文法の中でも最重要とされる項目である「不定詞」「動名詞」「分詞」に焦点を絞り、基本から再確認していきます。
これらの文法項目をしっかり理解しておくと、今後の英語の学力の伸びが違ってきます。これまでの断片的な知識も、
この集中学習でしっかり定着させましょう。最重要英文法の攻略

基礎������応用
講師 丸山 大地 授業時間・回数 80分×4回 予習 不要 年間対応講座 必修 高２英語Ｓ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 不定詞 2回 動名詞 3回 分詞 4回 まとめ（準動詞の問題演習）

講座コード：H2EYS
入試英語の中心的な出題は長文読解問題です。その対策の基本となる精読法について、基礎から標準的な入試問題を題材
に学習します。それにより読解に必要な構文を見抜く力をつけます。また、和訳する力を鍛えます。英文読解の攻略

基礎������応用
講師 丸山 大地 授業時間・回数 80分×4回 予習 不要 年間対応講座 必修 高２英語Ｓ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 名詞を修飾する句① 2回 名詞を修飾する句②、名詞節 3回 同格のthat、if／whether節、
接続詞as、be動詞の省略 4回 分詞構文

対象 国公立大、明治・立教・青山学院・中央・法政、同志社・立命館・関西・関西学院等の難関私立大をめざす高２生。センター試験英語で160点以上の得点を
めざす高２生。

講座コード：H2EXG 英文法の中でも最重要とされる項目である「不定詞」「動名詞」「分詞」に焦点を絞り、基本を再確認した上で、実戦的な
問題にも取り組みます。これらの文法項目をしっかり理解しておくと、今後の英語の学力の伸びが違ってきます。
これまでの断片的な知識も、この集中学習でしっかり定着させましょう。最重要英文法の攻略

基礎������応用
講師 丸山 大地 授業時間・回数 80分×4回 予習 不要 年間対応講座 必修 高２英語Ｇ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 不定詞 2回 動名詞 3回 分詞 4回 まとめ（準動詞の問題演習）

講座コード：H2EYG
入試英語の中心的な出題は長文読解問題です。その対策の基本となる精読法について、基礎から標準的な入試問題を題材
に学習します。それにより読解に必要な構文を見抜く力をつけます。また、和訳する力を鍛えます。英文読解の攻略

基礎������応用
講師 丸山 大地 授業時間・回数 80分×4回 予習 不要 年間対応講座 必修 高２英語Ｇ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 名詞を修飾する句① 2回 名詞を修飾する句②、名詞節 3回 同格のthat、if／whether節、
接続詞as、be動詞の省略 4回 分詞構文

対象 千葉・筑波・神戸・広島等の難関国公立大、最難関私立大の早稲田・慶應・上智をめざし、トップレベルの英語力を身につけたい高２生。センター試験英語で満点
近い得点をめざす高２生。

講座コード：H2EXH
大学入試で出題される問題が、どんなレベルで、どんな形で出題されるのか、を展望する講座です。出題形式毎に実戦的
な問題演習で、得点力を鍛えましょう。ハイレベル 入試英文法・英作文

基礎������応用
講師 石川 友和 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 高２英語Ｈ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 単語・同意表現・文法・英作文問題 2回 書き換え・整序・英作文問題 3回 共通語・正誤・条件英作文問題 4回 下線部和訳

講座コード：H2EYH
大学入試問題の中心となる長文読解問題に対応するために、長文を速く正確に読むための方法論を、実際の入試問題を
題材として学びます。ハイレベル 入試長文読解

基礎������応用
講師 石川 友和 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 高２英語Ｈ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 読解問題（1） 2回 読解問題（2） 3回 読解問題（3） 4回 読解問題（4）

講座コード：H2LX 対象 現代文について、入試に向け本格的な学習を始める高２生。
現代文の問題を感覚で解くことが多く、成績が安定しない高２生。

入試現代文の攻略 入試現代文の学習を、入試に頻出の出題パターンに触れることから始めましょう。各回のテーマとなっている設問形式
それぞれに特有の解法を学びます。自分なりの解答を出して授業に臨むことで、学習効果が格段に高くなります。

基礎������応用
講師 児玉 克順 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 高２国語（現代文）Ｓまたは

必修 高２国語（現代文）Ｇ★ ★ ★ ★ ★
授業内容 1回 空欄問題 2回 指示語問題 3回 脱文補充問題 4回 センター試験型選択肢問題

講座コード：H2LY 対象 古文について、入試に向け本格的な学習を始める高２生。
古文単語や文法等の基礎知識の定着が弱く、強化を必要とする高２生。

入試古文の攻略 古文単語・古典文法・古典常識は、入試に向けた本格的な学習に取り組んでいくうえで欠かせない3要素です。日記・
和歌・随筆・近世文学など入試頻出のジャンルの作品を題材として、読解に必要な3要素の知識を身につけます。

基礎������応用
講師 野村 静 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 高２国語（古文）Ｓまたは

必修 高２国語（古文）Ｇ★ ★ ★ ★ ★
授業内容 1回 古文単語を覚えよう 2回 文法力をつけようⅠ 3回 文法力をつけようⅡ 4回 古文常識を知っておこう

演習講座
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高２ 受講モデル

国公立大
岩手　茨城　宇都宮　群馬　埼玉　横浜市立　新潟
金沢　福井　信州　岐阜　静岡　名古屋市立　三重
京都府立　島根　岡山　徳島　佐賀　長崎　大分　
宮崎　鹿児島　他

最重要英文法の攻略（G）

英文読解の攻略（G）
数Ⅰ・Aの攻略（G）

入試現代文の攻略

入試古文の攻略

明治　青山学院　立教　学習院　中央　法政
東京理科　芝浦工業　同志社　関西　関西学院
立命館　南山　他

難関私立大
最重要英文法の攻略（G）

英文読解の攻略（G）
数Ⅰ・Aの攻略（G）

入試現代文の攻略

入試古文の攻略

最難関私立大
ハイレベル　入試英文法・英作文

ハイレベル　入試長文読解
ハイレベル数Ⅰ・A

入試現代文の攻略

入試古文の攻略

難関国公立大 大阪　名古屋　北海道　東北　九州　筑波　千葉
横浜国立　お茶の水女子　東京外国語　首都大東京　
東京学芸　大阪府立　大阪市立　神戸　広島
早稲田　慶應　上智

英　語 数　学 国　語志望系統

最難関
国公立大

東京・京都・一橋・東京工業・医学部
東大英語

難関大英語

東大数学

難関大数学

東大国語

難関大国語

成蹊　成城　武蔵　明治学院　日本　東洋　駒澤　
専修　京都産業　近畿　甲南　龍谷　名城　中京　
金沢工業　広島修道　西南学院　福岡　東邦
東京薬科　明治薬科　星薬科　北里　京都薬科
大阪薬科　神戸薬科　自治医科　杏林　順天堂
東京医科　東京慈恵会医科　東京女子医科
日本赤十字看護　愛知医科　関西医療　大阪医科　
兵庫医療　産業医科　他

私立大

最重要英文法の攻略（S）

最重要英文法の攻略（G） 数Ⅰ・Aの攻略（S）

数Ⅰ・Aの攻略（G）英文読解の攻略（S）

英文読解の攻略（G）

入試現代文の攻略

入試古文の攻略

英語＋国語私大文系
国立大・私大理系 英語＋数学 躍躍の春

講座コード：H2MS 対象 私立大の理工系・薬学・医療系・農学系の上位大学をめざす高２生。センター試験数学Ⅰ・A対策を
万全としたい高２生。センター試験数Ⅰ・Aで70点以上の得点をめざす高２生。

数Ⅰ・Aの攻略
数学ⅡBの学習をスムーズに進めるためには、数学Ⅰ・Aの学習内容をきちんと理解しておくことが必要です。
この講座では、基礎から標準レベルの問題演習を通して、重要ポイントを整理していきます。数学Ⅰ・Aの解法パターン
を身につけることもできます。

基礎������応用
講師 城能 博 授業時間・回数 80分×4回 予習 不要 年間対応講座 必修 高２数学Ｓ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 数と式、方程式と不等式 2回 2次関数 3回 図形と計量 4回 場合の数・確率

講座コード：H2MG 対象 国公立大、東京理科・明治・中央・同志社・立命館等の難関私立大・難関薬学系私立大をめざす高２生。
センター試験数学Ⅰ・A対策を万全としたい高２生。センター試験数Ⅰ・Aで80点以上の得点をめざす高２生。

数Ⅰ・Aの攻略
数学ⅡBの学習をスムーズに進めるためには、数学ⅠAの学習内容をきちんと理解しておくことが必要です。
この講座では、基礎から標準レベルの問題演習を通して、重要ポイントを整理していきます。数学ⅠAの解法パターンを
身につけることもできます。

基礎������応用
講師 城能 博 授業時間・回数 80分×4回 予習 不要 年間対応講座 必修 高２数学Ｇ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 数と式、方程式と不等式 2回 2次関数 3回 図形と計量 4回 場合の数・確率

講座コード：H2MH 対象 難関国公立大、最難関私立大の早稲田・慶應・上智をめざし、トップレベルの数学力を身につけたい高２生。
センター試験数Ⅰ・Aで満点近い得点をめざす高２生。

ハイレベル数Ⅰ・A 高2の早い時期から、数学ⅠA範囲のハイレベルな入試問題にチャレンジしたい人のための講座です。難度の高い問題が
続きますが、できる限り自分なりの解答を作ったうえで授業に臨みましょう。

基礎������応用
講師 天野 貴宣 授業時間・回数 80分×4回 予習 要 年間対応講座 必修 高２数学Ｈ★ ★ ★ ★ ★

授業内容 1回 2次関数、三角比 2回 場合の数・確率 3回 数と式（1） 4回 数と式（2）

講座コード：H4E2 対象 「比較・関係詞・仮定法」の基礎をマスターしたい新高２生。

英文法の基礎③
比較・関係詞・仮定法

比較・関係詞・仮定法は重要英文法の中でも理解の難しい分野です。この春に総復習することで頭の中でスッキリと整理
することができ、学校の授業理解度がグッと高くなります。 3月21日配信開始

基礎������応用
講師 加藤 昌幸 授業時間・回数・単位 20分×16回 1単位 予習 不要★ ★ ★ ★ ★

講座コード：H4M2 対象 「三角比」の基礎をマスターしたい新高２生。

数Ⅰの基礎③
図形と計量（三角比）

三角比は、高１生が最も躓き易い分野です。しかし、数Ⅰの三角比をベースに数Ⅱでは三角関数を学習します。三角比に
対して苦手意識を持つ新高２生はこの春に払拭しましょう。 3月21日配信開始

基礎������応用
講師 大塚 志喜 授業時間・回数・単位 20分×16回 1単位 予習 不要★ ★ ★ ★ ★

演習講座

新高２・４日でわかるスプリング
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講座コード：ZE2JH 対象 東大をめざしている高２生。

高2東大英語
東大をはじめとする難関大入試において英語を得点源にしたい方のための、ハイレベルな実力練成講座です。今まで学習
した文法事項などの知識を発展的な読解・英作文・リスニング問題にどのように生かしていくかを学びます。
【主な学習内容】総合問題 添削（1回） リスニング教材

映像講師 大見 理 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 高２東大英語

講座コード：ZE2TH 対象 京大、阪大、東工大、一橋大をはじめとする難関国立大、国公立大医学部をめざしている高２生。

高2難関大英語
文法・構文の各項目を基礎からじっくりと確認し、難関大入試に必要な土台を固めます。時制・仮定法・受動態・倒置・
挿入を中心に復習し、4月以降の学習につなげます。読解問題は自習として取り組めます。
【主な学習内容】総合問題 添削（1回）

映像講師 重田 まひと 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 高２難関大英語

講座コード：ZM2JH 対象 東大をめざしている高２生。

高2東大数学
数学ⅠA・ⅡBの学習が一通り終わっている方を対象とします。問題の解法だけにとどまらず、本質的な数学の理解を
得ることをめざします。数学ⅡBの重要分野に焦点を当て、発展的な内容を扱い、4月以降の学習につなげます。
【主な学習内容】三角関数、指数・対数関数、図形と方程式、軌跡・領域、ベクトル 添削（1回）

映像講師 尾崎 正剛 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 高２東大理系数学Ⅲ、
高２東大数学

講座コード：ZM2TH 対象 京大、阪大、東工大、一橋大をはじめとする難関国立大、国公立大医学部をめざしている高２生。

高2難関大数学
数学ⅠA・ⅡBの学習が一通り終わっている方を対象とします。数学ⅡBの重要分野について、基本～標準的な問題に
取り組みながら総復習し、4月以降の学習につなげます。
【主な学習内容】三角関数、指数・対数関数、図形と方程式、ベクトル、数列、微分積分 添削（1回）

映像講師 隣 裕之 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 不要 年間対応講座 高２難関大数学

講座コード：ZM2TKH 対象 京大、阪大、東工大、一橋大をはじめとする難関国立大、国公立大医学部をめざしていて、国公立高校や
標準的な進度の私立高校に通う高２生。

高2難関大数学K
数学ⅠAの重要分野および複素数と高次方程式について、基本～応用までの演習問題に取り組みながら総復習し、
4月以降の数学ⅡBの学習につなげます。
【主な学習内容】２次関数、三角比、整数、場合の数・確率、複素数と高次方程式 添削（1回）

映像講師 宮崎 賢一 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義中心 予習 要 年間対応講座 高２難関大数学Ｋ

講座コード：ZL2JH 対象 東大をめざしている高２生。

高2東大国語
東大入試に対応できる読解力・記述力の確立をめざします。現代文では、文章構造を論理的に把握するための読解の
ポイントを確認し、記述式問題への対処法を学習します。古典では、文法知識の読解への応用と、語彙や背景知識の
整理を行います。【主な学習内容】現代文２回、古文２回、漢文１回 添削（1回）

映像講師 小嶋 はるか 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 演習＋講義 予習 要 年間対応講座 高２東大国語

講座コード：ZL2TH 対象 京大、一橋大、阪大をはじめとする難関国立大、国公立大医学部をめざしている高２生。

高2難関大国語
現代文・古文・漢文の全分野について、基礎知識の定着と、読解力の底上げをはかります。現代文では、「文章構造の
つかみ方」を丁寧に押さえながら、設問への対処法を学びます。古典では、読解演習を通して、基礎知識の定着を
はかります。【主な学習内容】現代文２回、古文２回、漢文１回

映像講師 小池 陽慈 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 演習＋講義 予習 要 年間対応講座 高２難関大国語

講座コード：ZP2JH 対象 東大、京大、東工大、阪大をはじめとする難関国立大、国公立大医学部をめざしている高２生。

高2東大物理
春期講習より本科通年カリキュラムがスタートします。まずは運動の表し方と運動方程式について、学問としての物理に
迫りつつ、理解を深めていきます。一つひとつ着実に力をつけ、4月以降の力学分野の学習につなげます。
【主な学習内容】速度・加速度、初期条件を満たす運動、投射された物質の運動、運動方程式

映像講師 田中 義一 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 高２東大物理

講座コード：ZC2JH 対象 東大、京大、東工大、阪大をはじめとする難関国立大、国公立大医学部をめざしている高２生。

高2東大化学
春期講習より本科通年カリキュラムがスタートします。理論化学の基本である物質の構造・状態について扱い、学習の
土台となる講義を行います。化学に対する考え方、取り組み方を身につけ、4月以降の理論化学の学習につなげます。
【主な学習内容】原子の構造と周期表、化学結合、結晶構造、溶解度、物質の分離・化学の基本法則

映像講師 早野 まよ 授業時間・回数 120分×5回 授業形式 講義＋演習 予習 要 年間対応講座 高２東大化学

講座コード：ZW2JH 対象 東大、京大、一橋大、阪大をはじめとした難関国立大をめざしている高２生。

高2東大世界史
春期講習では、古代（1～2世紀）、中世（8世紀・13世紀）、近世（16世紀）という3つの時代を学習します。
それぞれの時代の世界全体を概観し、世界史特有の「横のつながり」の捉え方をつかむことで、4月以降の通史学習に
つなげます。【主な学習内容】古代の世界（1～2世紀）、中世の世界（8・13世紀）、近世の世界（16世紀）

映像講師 佐藤 計介 授業時間・回数 120分×3回 授業形式 講義中心 予習 不要 年間対応講座 高２東大世界史

講座コード：ZJ2JH 対象 東大、京大、一橋大、阪大をはじめとした難関国立大をめざしている高２生。

高2東大日本史
春期講習では、本格的に日本史学習を始める前に、押さえておいてほしい3つのテーマを学習します。各時代において
日本がどうあろうとしたのかという大きな枠組みを理解し、4月以降の通史学習につなげます。
【主な学習内容】古代（東アジアと日本）、中世・近世（民衆の台頭）、近現代（ワシントン体制）

映像講師 松田 博明 授業時間・回数 120分×3回 授業形式 講義中心 予習 不要 年間対応講座 高２東大日本史
添削 こちらの講座については、添削指導ができます（指導料込）。添削用答案を教室の先生に提出してください。1週間～10日で返却します。



難関国公立大学、難関私立大学に合格する秘訣は、“英語の基礎を高２で固め切る”ことです。
英語は基礎を完成させるまでにかなりの勉強時間を要しますが、基礎が完成すると、その後は加速度的に得点力が
伸びます。この貯金があると、高３で他科目の勉強に多くの時間を当てられるので、余裕を持った受験勉強ができます。
では、受験英語の基礎とは何でしょう？ それは「英文法」「語い」「構文」です。

英文法英文法 英文法は英語のルールです。英文法をマスターするコツは、各文法項目を理解し、そしてその基本例文を覚えることです。
そうすることで、文法・語法問題に限らず、英文読解、英作文等、すべての英語学習における基礎となります。

語 い語 い 語い（英単語・英熟語）は、スポーツでたとえると、“体力”に相当します。語い力は高ければ高いほど、英語の得点力
が高くなります。語い力を高めるには正しい方法での継続的なトレーニングが必要です。

構 文構 文 構文は、英文においては骨格に相当します。数多くの構文を覚えることで読解力、作文力が高まります。

英語英語の基礎基礎は、は、「解きメキ」で固めきる
「解きメキ」は暗記学習をサポートする学習ツールです。「解きメキ」で学習すれば、英語の基礎となる「英文法例文」「英単語」「英熟語」「重
要構文」のすべてをマスターすることができます。これらをマスターするには反復が必要ですが、解きメキは努力の足跡がランキング表示される
ため、やる気が持続します。
「ウイングネット本科　高２英語」の受講と「解きメキ」でのトレーニングを組み合わせて学習することで、高２生の段階で、
センター試験の英語筆記で160点以上の得点が取れるようになります。

古文、地歴公民古文、地歴公民の基礎基礎も「解きメキ」で万全
「解きメキ」には、古文単語、日本史、世界史、倫理、政治経済も揃っています。古文単語は覚えるべき数は限られています。「解きメキ」でトレー
ニングすれば短期間で一気に覚えることができます。また「解きメキ」の地歴公民は、学校の定期テスト対策としても大いに役立ちます。
テスト範囲を「解きメキ」でトレーニングして定期テストに臨めば、高得点ＧＥＴは容易です。

難関大合格
の秘訣

関私立大学に合格する秘訣は、“英語の基礎を高２で固め切切るるる”こと”こととこととですすととですことととですすととですす。す。
ま 勉強時間 要 ま 基礎 完成 後後後後 得点力点点点点加加加速 的的速速度的度 力力度的度的

訣 英語英語は高２で決める！
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「学習法ナビ」で
ウイングネット講師が
伝授する各科目の
勉強のコツを学んで

「ウイングネット
の仲間たち」で
全国の高校生からの
メッセージを聞いて

ウイングネット部
授業の合間に、やる気をチャージ!毎月

更新

「合格ロード」で
ウイングネット講師が
熱く語る時期別の
アドバイスを聞いて
やる気をチャージ！

やる気をチャージ！やる気をチャージ！
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全国のウイングネットの受講生は、皆、仲間です。
志望大合格を目指す部活動、それが「ウイングネット部」です。
ウイングネット部で全国大会（大学入試）に優勝（合格）しよう！

ウイングネットで、分からない所を自分のペース
でコツコツ勉強し、基礎力を大幅にアップさせる
ことができました。わからない所や曖昧な所を何
度も繰り返し復習することがポイントです。

東京都
Ｓ.Ｋ.君

古典の模試の成績を大幅アップさせました。苦手
な箇所を重点的に何度も繰り返し受講すること
が、成績アップのポイントです。三重県

Ｔ.Ｍ.さん

英文読解は、ウイングネットの授業と問
題演習を繰り返したことで、模試の得点
を大幅にアップさせることができました。岐阜県

Ｍ.Ｋ.君

自分の進度に沿って受講できるところ、再生速度
を変えたり、一時停止したりできるところがウイン
グネットの利点です。授業では、数学・化学の授業
がすごくわかりやすくて助かっています。

千葉県
Ｉ.Ｍ.さん

ウイングネットの仲間たちからのメッセージ


