高3生
夏休みの

最後のチャンス！
苦手克服、

受 験 勉 強 法 指南

夏休み限定の学習プランで

強し、昼ごろまで寝ているような生活は体調を崩

過言ではありません。夏を制するための学習プランと過ごし方のポイントをアドバイスします。

す原因にもなります。学校に通っている時と同じ
生活リズムを心がけましょう。

弱点や課題を洗い出しておき、夏休みはそれらを

例えば学習プランの1日の計画表を作成する際

優先的に補強して基礎力を磨くようにしましょう。

には、高校の時間割と同じように、一つの科目を

学習の質も大事ですが、夏休みは学習量を確保

勉強したら必ず10分程度の休憩を挟むようにす

夏休みはライバルに差をつけるチャンス。自分

することが大事です。量をこなしてわかることも

るのもお勧めです。途中でリフレッシュする時間

に合った効果的な学習プランを立て、確実に達成

いろいろとあります。ただし、欲張り過ぎて消化

を組み入れ、モチベーションを維持させていきま

していくことを心がけましょう。甘えや誘惑に負

不良を起こしては、成果は望めません。1日10時

しょう（左ページ下：「夏休みの1日のスケジュー

けて、無駄に時間を過ごしてしまうと取り返しが

間を目標に、無理なく確実に消化できる計画を立

ル例」参照）。勉強する場所を工夫することも効

つかなくなります。

ててください。途中で軌道修正が可能な調整時間

果的です。家では誘惑に負けてしまいそうな人は、

まずは夏休み限定の学習計画を立てましょう。

を設けておくといいでしょう。

場当たり的な勉強はNGです。夏休みは苦手な科

昼夜逆転は体調を崩す原因に
規則正しい生活を維持しよう

目や単元を克服する最後のチャンスです。秋以降
になると志望校対策や過去問演習に時間を取られ
てしまい、苦手科目や分野の学習に時間を充てる

これまでの生活リズムを崩すことなく、規則正

ことは難しくなります。夏休みに入る前に自分の

しい生活を維持することが大切です。深夜まで勉

午前

●日曜日は1週間を振り返り、
不足気味の科目を中心に
学習する。
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日

1日の始まりは
得意な科目で勢いを！

苦手科目・弱点補強
昼食
得意科目・好きな科目

●苦手科目や配点の高い
科目は多めに設定する。
●1つの科目を勉強したら
休憩時間を挟み、
リフレッシュしてから次の
科目へ。各科目を集中して
学習できる工夫を。

月～土
得意科目・好きな科目

昼食後は眠気防止に
好きな科目を！

苦手科目・弱点補強
午後～18:00

得意科目・好きな科目
苦手科目・弱点補強
夕食

19:00～

夕食を楽しみに
苦手科目に集中！
1日の成果を改めて見直し、
次の日に気持ちを切り替え！

1日の復習（リフレクション）
得意科目・好きな科目

調整日（フリー学習）

●それぞれの時間帯には
具体的な学習内容を
入れる。

時間

最後は好きな科目の勉強で締めくくり！
この後は入浴や自由時間とし、早めに就寝！

竹岡広信先生

夏休みの学習計画の立て方
自分の弱点・課題を洗い出す

苦手科目・分野の克服

基礎力の完成

理科・地歴公民を底上げ

応用力の養成

規則正しい生活を
心がけ、夏を制する！

は最後まで現役生の足を引っ張る教科と言えます。

塾などの自習室や図書館など、勉強に集中できる

理科・地歴公民の勉強が遅れ気味の人は夏休み

フリースペースを積極的に活用しましょう。

中に基礎を完成させ、入試に対応できるレベルま

1日の始まりは
得意な科目から
皆さんは食事の際、好きなものから食べます
か？ それとも最後にとっておきますか？ 勉強

夏休みの1日の
スケジュール例

学研プライムゼミ講師

弱点を補強し、基礎力を身につけよう！

「夏を制する者は受験を制す」の言葉通り、夏休みの過ごし方で受験の成否が決まると言っても

苦手克服は夏休みが
最後のチャンス

監修

の場合、得意科目や好きな科目からスタートする
という方法がお勧めです。苦手科目や単元の勉強
はどうしても気が乗らないもの。得意な勉強で勢

で持っていきましょう。
センター試験も含めれば、国公立大志願者は理
科から2科目、地歴公民から2科目が必要になるケ
ースが多いので、これらの科目は特に夏休み中に
力を入れてください。

夏休み後半からは
応用力の養成に着手を

いをつけてから苦手科目を学習し、そして最後は

合格点を確保するには基礎的な問題で確実に

もう一度、得意な科目で気分を良くしてから1日を

得点することが大切です。基礎力に不安がある人

締めくくるとよいでしょう。

は、基礎学習に重点を置いた勉強を日々の学習プ

理科・地歴公民は、
夏休み中に一定レベルに
英・数・国と比べて、学習が後手に回ってしま
いがちなのが理科・地歴公民です。これらの教科

ランに組み込み、着実に克服していきましょう。
夏休み後半からは応用力の養成や実戦的な学
習にも取りかかりましょう。難関大を狙う人は早
めに志望校の過去問演習に取り組み、問題形式や
出題傾向をつかんでおくのが理想的です。
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受験勉強法
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文系
志望編

【英語】英語の実力アップは最重要課題

基礎力の徹底とともに本番の
入試を意識した学習内容への移行を

夏休みの

受験勉強法
指南

最重要科目の英語に注力を。
理科の遅れは夏休みに巻き返そう！

理系
志望編

は内容の理解

【英語】理系は英語が重要。学習時間の確保を

多くの大学で英語の配点は高く、英語で高

が問われ、国語

理系志望者は数学や理科が得意な人が集ま

大問の場合、（１）の問題の答えから誘導さ

得点を取れば大きなアドバンテージになります。

力がカギになり

るので、この2教科では差がつきにくいのが実

れて（２）、（３）というように解答が導かれる

日々の学習計画では、英語の学習時間を十分確

ます。文章読解

情です。アドバンテージを得るには英語で高得

ものが多いので、最初の問題は特に丁寧に解い

保して実力アップを目指しましょう。

問題では、文章

点を取ることが重要です。夏休みもしっかり学

ていくことを心がけましょう。

学習の進め方として、まず文法や英単語・熟

中に根拠となるものがあるので、正解に至るル

習に取り組みましょう。理系の英語は、長文読

語の知識の充実を図るよう、毎日地道に取り組

ートを確認しておくことが大切です。記述問題

解、文法を中心に丁寧な学習を進めてください。

んでください。
長文問題への対策も必要です。入試本番では
速読が求められるので、日頃から時間を計って
読むトレーニングも重ねていきましょう。また、

では、自分の答案と解答・解説をよく見比べて、
どこがどう違うのかを意識して学習することが
大切です。
勉強すれば得点源になる古文・漢文の強化に

てください。

【理科】既習範囲を一通り復習して補強
理科は、数学や英語に比べると後回しにされ

【数学】基礎力を完成させ、不得意分野を克服

がちです。夏休みを逃すと巻き返すのは容易で

入試では、難問と言われる問題でも基本的な

はありません。遅れ気味の人は夏休みに力を入

知識の組み合わせで解けるものが多くあります。
夏までは正攻法の勉強で一分野ずつ丁寧に基

れてください。
物理は、理解するまでに時間が必要です。標

和訳と照らし合わせて、どこで読み間違いをし

も取り組んでおきましょう。古文では基本例文

礎力を完成させることを心がけてください。そ

準レベルの演習を根気よく繰り返すように心が

たのか、その理由も分析してください。単語を

を読んで、文法を理解した上で訳せるよう、丁

の上で、高度で確実な計算力、論理的思考力、

けましょう。特に力学や波動が苦手という人は、

知らなかったのか、文の構造を理解していなか

寧な学習を心がけてください。

図形センスを磨きます。

夏休みで完璧にしてください。

ったのか、指示語の受け違いなのかなど、一つ
ひとつ丁寧に学習を進めましょう。

【地歴公民】通史を完成させ、知識を補強
地歴公民の勉強は夏休みにやっておかないと

数学は正解にたどり着くまでのプロセスを

化学は、基礎知識の充実と計算力の強化がポ

確認することが大切です。間違えたら、その原

イントです。決して苦手分野を放置することの

また、模試の見直しや問題集の復習では、間

秋以降に取り戻すのは容易ではありません。入

因を明らかにすること。単なる計算ミスなのか、

ないように心がけてください。重要事項の丸暗

違えた理由とともに、正解だった問題もなぜそ

試に対応できるレベルまで持っていくことを目

考え方が間違っていたのか、もともとその単元

記だけで高得点を取るには限界があります。化

の答えにたどり着いたのか、その根拠を明確に

標に取り組みましょう。

の基礎知識が定着していなかったのかなど、原

学現象のメカニズムを理解し、知識と知識をリ

歴史は通史を終わらせ、全体像を理解した上

因を把握した上で対策を講じましょう。間違え

ンクさせながら暗記だけに頼らない“化学の体

近年、英語4技能（読む・聞く・書く・話す）

で知識の充実を図ります。教科書や資料集を使

た問題は類題を数多く解いて、確実なものにし

系”を身につけてください。

を測る英語外部試験を利用した入試が導入さ

いながら用語も確認し、知らなかった用語には

れています。英検やTEAPなどが出願条件や合

マーキングをし、知識を確かなものにしていき

格基準となっている大学を志望している人は、

ましょう。わかりにくい形式の問題はノートに

4技能対策にも取り組んでおきましょう。

書き写すなど、再度間違えることがないように

しておくようにしましょう。

【国語】読解力を磨き、古文・漢文も強化

自分で工夫してみましょう。

国語は、他の科目に比べて後回しにされがち

近年は、現代的なテーマが出題されることも

です。しかし、文章を読み解く力は、英語や数

多いので、日頃から世の中の出来事に関心を持

学などの科目においても重要。英文読解も最後

つことも大切です。
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文系
理系
志望 ・ 志望 とも必見！

模試結果の活用術

模試の結果だけを見て一喜一憂するだけではいけません。解けなかった問題、間違えた問題を確認し、
その原因を分析して対策を考え、今後の学習計画に必ず組み込むようにしましょう。

解けなかった・
間違えた問題を
何も見ずに解き直す

ケアレスミス
解答や解説で
確認・理解

基礎知識の不足
練習不足

次から意識して注意
教科書・ノートの見直し（復習）
演習量を増やす
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難解な数学を
情熱の講義でほぐす！

S.リッチモンド先生

数学 五藤勝己先生

数学 小山 功先生

物理の法則を
わかりやすく説く！

受験化学が
﹁本質﹂からわかる！

英語

とことん生徒目線の
人気講座！

英語 前田稔和先生

古文のマドンナ
信頼の名講義！

ここが
違う！

生きた英語の
コミュニケーター！

テキスト、WEBテストを組み合わせ、わかりやすい授業で合格に必要な知識や応用力を効率よく身につ

けていきます。あなたを難関大学合格へ導く、最強の講師陣による学研プライムゼミの魅力を大公開！

﹁なぜ﹂と
﹁できる﹂を
結束させる！

多くの受験生を難関大学へ合格させてきた有名講師陣による映像授業「学研プライムゼミ」。映像授業、

難関大合格の扉を開く最強の講師陣

﹃ドラゴン桜﹄の
実在モデル！

学研プライムゼミの 魅力を大公開!!

古文 荻野文子先生

物理 高橋法彦先生

化学 鎌田真彰先生

地理 村瀬哲史先生

学研プライムゼミの３つの特長

2

基礎力強化から実戦力養成まで
難関大合格へ導く目的別カリキュラム

3

講師自身が執筆！

充実のオリジナルテキスト

＜1ユニットの構成（例）＞
難関国公立大英語
練成ユニット1「入試英単語」
第1講 入試英単語（1）／90分
第2講 入試英単語（2）／90分
第3講 入試英単語（3）／90分

基礎（学力アップ）

応用（得点力アップ）

合格への
すべての土台を
強化する

苦手分野を
補強・演習する

本番対応力を
トレーニングする

合格への
最終コーナー

練成ユニット

夏期ユニット

実戦ユニット

直前ユニット

NEW! まとめてお得に受講！

セット講座がスタート！

目的別のセット講座がおすすめです。

第5講 入試英単語（5）／90分

＜必要な学びが選べる多彩なラインナップ＞

受講講座は、
この１ユニットごとに選べます！
※構成が異なる講座もあります。

だから
く！
差 がつ

●難関大徹底攻略セット ●センター徹底攻略セット

生物 山川喜輝先生

日本史 野島博之先生

世界史 斎藤 整先生

学研プライムゼミに会員登録すると特典いっぱい！
特典

1

一貫したカリキュラムで学習に取り組むなら、

第4講 入試英単語（4）／90分

化学 橋爪健作先生

個別購入時の
合計価格の

10%OFF！

全講座の1講義を
無料で視聴できる！

実力講師のハイレベルな授業を、

1講義分無料で体験。テキスト見本（PDF）と

一緒に、どんな講義かじっくりチェックできます！

特典

2

WEB動画で学習に
役立つアドバイスも！

「受講効果を高めるための受け方」

「受講サイクル」
「学習計画の立て方」

など、
学習に関するサポート動画も公開！

授業
﹁だけ﹂で
全部理解させます！

受講したい講座を
1ユニット単位で自由に選べるので、
無理なく・無駄なく学習できます。

学習段階によって選べる4種のユニット

﹁つながる世界史﹂
で
楽々攻略！

1ユニットは90分×5回

日本史に野島あり！
最強の講義！

学研プライムゼミ 基本構成

生命現象の理解で
合格力獲得！

数学 鹿野俊之先生 現代文 池上和裕先生
ムダの無い講義で
実戦力倍増！

だから
く！
身につ

英語 竹岡広信先生

﹁読と解のルール﹂
で
点が取れる！

有名講師陣による経験と実績に
裏づけられた最高峰の映像授業

幅広い層からの支持︑
信頼の授業！

1

登録無料！
特典

3

詳しくは裏表紙へ！

学習相談を
メールで受け付け！

学習についての質問や相談には、
担当スタッフがメールで

お答えします！

●分野別集中攻略セット ●マドンナ古文セット

受講可能期間が長いから自分のペースで 学習しやすい！

学研プライムゼミ 高１生・高２生向け講座も充実！

低学年から段階的に
難関大合格を目指せる！

90分×4〜5回の
1ユニットから受講可能！

演習によるOUTPUTで
集中力＆定着度アップ！

あの有名講師に会える！
直接質問できる！

実施日時、会場、受講料など、講座
に関するお知らせはWEBサイトで
最新情報をご確認ください！

学研プライムゼミ講師陣による、対面授業の講座です。
実力派講師たちが、
学研プライムゼミLIVE
入試出題者の意図と傾向を研究しつくし、
最強の戦略を教えます。

検索

学研プライムゼミ 配信講座一覧
講座の各ユニット：1ユニットにつき授業90分×5回／受講料15,660円（税込）
※マドンナ古文とプライムゼミ特別講座の各講座、高1･2英数講座は構成が異なります。
※講座内容などは変更される場合があります。最新情報はWEBサイト（https://gpzemi.gakken.jp/prime/）でご確認ください。

【難関大入試対策講座】
難関国公立大英語

練成ユニット1 入試英単語

練成ユニット3 ベクトル、座標幾何

竹岡先生

練成ユニット2 入試英熟語

練成ユニット4 軌跡、通過領域、微分・積分

練成ユニット7 現代①（総合）

練成ユニット5 熱力学②、波動①＊1

練成ユニット8 現代②（総合）

練成ユニット6 波動②＊1

夏期ユニット1 文化史①

練成ユニット7 電磁気学①＊2

夏期ユニット2 文化史②

練成ユニット8 電磁気学②＊3

実戦ユニット1 発展講義 方法論+原始・古代・中世①

夏期ユニット1 電磁気学③、原子・原子核①＊3

実戦ユニット2 発展講義 中世②・近世

夏期ユニット2 原子・原子核②＊3

実戦ユニット3 発展講義 近現代①（政治外交史中心）

難関大化学

練成ユニット5 整数、個数の処理、確率＊1
練成ユニット6 数列＊2

難関国公立大現代文

練成ユニット6 近代（社会経済）

練成ユニット4 力学④、熱力学①

実戦ユニット4 発展講義 近現代②（社会経済史中心）

＊1：2018年7月開講予定 ＊2：2018年8月開講予定
＊3：2018年秋開講予定

練成ユニット1 理論化学①

＊1：2018年7月開講予定 ＊2：2018年8月開講予定

練成ユニット3 入試英文法①

練成ユニット3 力学③

池上先生

鎌田先生

直前ユニット

東大日本史

全時代

実戦ユニット1 〈標準〉必修系論述問題研究

練成ユニット2 理論化学②

実戦ユニット2 〈応用①〉

練成ユニット3 理論化学③

実戦ユニット3 〈応用②〉＊

練成ユニット4 理論・無機化学①

実戦ユニット4 〈やや難〉＊

野島先生

練成ユニット4 入試英文法②

練成ユニット1 現代文読解の基礎（１）

練成ユニット5 読解に必要な英文法①

練成ユニット2 現代文読解の基礎（2）

練成ユニット5 理論・無機化学②

練成ユニット6 読解に必要な英文法②

夏期ユニット

練成ユニット6 理論・無機化学③

練成ユニット7 長文総合問題演習

実戦ユニット1 現代文読解の応用（１）

練成ユニット7 有機化学①

練成ユニット8 英作文問題演習

実戦ユニット2 現代文読解の応用（2）

練成ユニット8 有機化学②

練成ユニット1 〈東洋史編〉中国史①

夏期ユニット

直前ユニット

夏期ユニット1 天然・合成高分子化合物①

練成ユニット2 〈東洋史編〉中国史②

夏期ユニット2 天然・合成高分子化合物②

練成ユニット3 〈東洋史編〉西・南アジアなど

実戦ユニット1 理論化学演習①

練成ユニット4 〈西洋史編〉古代～中世（14・15世紀頃）

夏期演習

現代文読解・夏の総復習

現代文読解の完成

難関私大現代文

実戦ユニット1 総合演習①

池上先生

直前ユニット

東大日本史テスト演習＊

＊：2018年秋開講予定

難関大世界史

斎藤先生

実戦ユニット2 総合演習②

練成ユニット1 現代文読解の基礎（１）

実戦ユニット3 総合演習③

練成ユニット2 現代文読解の基礎（2）

実戦ユニット2 理論化学演習②

練成ユニット5 〈西洋史編〉中世末～近代（15～18世紀頃）

実戦ユニット4 総合演習④

夏期ユニット

実戦ユニット3 無機化学演習

練成ユニット6 〈西洋史編〉近代市民社会（18～19世紀頃）

直前ユニット

実戦ユニット1 現代文読解の応用（１）＊2

実戦ユニット4 有機化学演習

練成ユニット7 〈近現代史編〉帝国主義と第1次世界大戦

実戦ユニット2 現代文読解の応用（2）＊2

直前ユニット

難関私大英語

直前演習

竹岡先生

練成ユニット1 入試英単語
練成ユニット2 入試英熟語

直前ユニット

現代文読解・夏の総復習＊1

スタンダード化学

現代文読解の完成

＊1：2018年7月開講予定 ＊2：2018年秋開講予定

マドンナ古文

練成ユニット3 読解に必要な基本英文法

総合演習

荻野先生

練成ユニット1 理論化学①

橋爪先生

練成ユニット8 〈近現代史編〉世界恐慌と第2次世界大戦
夏期ユニット

世界史まぎらワードチェック

実戦ユニット1 発展講義 つながる世界史（地域史）

練成ユニット2 理論化学②

実戦ユニット2 発展講義 つながる世界史（文化史）

基礎強化古文ゼミ〈前期〉
（授業90分×10回／受講料31,320円）

練成ユニット3 理論化学③

実戦ユニット3 発展講義 つながる世界史（戦後史）

練成ユニット5 長文読解基礎

基礎強化古文ゼミ〈後期〉
（授業90分×10回／受講料31,320円）

練成ユニット4 理論・無機化学①

実戦ユニット4 発展講義 つながる世界史（テーマ史）

練成ユニット6 読解総合基礎

難関大古文ゼミ〈前期〉
（授業90分×10回／受講料31,320円）

練成ユニット5 理論・無機化学②

直前ユニット

練成ユニット7 英文法総合演習①＊1

難関大古文ゼミ〈後期〉
（授業90分×10回／受講料31,320円）

練成ユニット6 理論・無機化学③

練成ユニット8 英文法総合演習②＊1

古典文法レッスン〈夏期〉
（授業90分×10回／受講料31,320円）

練成ユニット7 有機化学①

夏期ユニット

古典文法強化ゼミ〈夏期〉
（授業90分×5回／受講料15,660円）

練成ユニット8 有機化学②

実戦ユニット1 長文読解演習［標準］＊3

難関大古文ゼミ〈夏期〉
（授業90分×5回／受講料15,660円）

夏期ユニット1 有機化学③

実戦ユニット2 長文読解演習［発展］＊3

基礎古文ゼミ〈冬期〉
（授業90分×5回／受講料15,660円）

夏期ユニット2 無機化学（各論）

実戦ユニット3 総合問題演習［標準］＊3

和歌の修辞法ゼミ〈冬期〉
（授業90分×5回／受講料15,660円）

実戦ユニット1 理論化学演習①＊

練成ユニット2 アクセント・文法・小説問題演習

実戦ユニット4 総合問題演習［発展］＊3

源氏物語集中ゼミ〈直前〉
（授業90分×6回／受講料15,660円）

実戦ユニット2 理論化学演習②＊

練成ユニット3 発音・文法・評論問題演習

直前ユニット

古典評論ゼミ〈直前〉
（授業90分×5回／受講料15,660円）

実戦ユニット3 無機化学演習＊

練成ユニット4 会話・図表読解・情報取得問題演習

トップレベル記述古文ゼミ（授業90分×10回／受講料31,320円）

実戦ユニット4 有機化学演習＊

実戦ユニット1 センター英語の基礎知識の確認のための演習

直前ユニット

実戦ユニット2 センター英語の応用演習

練成ユニット4 読解に必要な応用英文法

夏期演習＊2

直前演習＊3

＊1：2018年7月開講予定 ＊2：2018年8月開講予定
＊3：2018年秋開講予定

難関大理系数学

練成ユニット1 数学Ⅰ・A／Ⅱ・B①

小山先生

難関大物理

練成ユニット1 力学①

高橋先生

【センター試験対策講座】
センター英語（筆記）

練成ユニット1 センター英語入門

総合演習＊

＊：2018年秋開講予定

難関大生物

練成ユニット2 力学②

タイプ別の解法演習

山川先生

センター数学Ⅰ・A

練成ユニット1 数学Ⅰ・A【標準①】

練成ユニット2 数学Ⅰ・A／Ⅱ・B②（一部数学Ⅲを含む）

練成ユニット3 力学③

練成ユニット1 細胞と遺伝子の働き①

練成ユニット3 数学Ⅰ・A／Ⅱ・B③（一部数学Ⅲを含む）

練成ユニット4 熱力学①

練成ユニット2 遺伝子の働き②＊1

実戦ユニット1 数学Ⅰ・A【応用①】

練成ユニット4 数学Ⅰ・A／Ⅱ・B④

練成ユニット5 熱力学②、波動①

練成ユニット3 生殖と発生＊2

実戦ユニット2 数学Ⅰ・A【応用②】

練成ユニット5 数学Ⅲ①

練成ユニット6 波動②、電磁気学①

練成ユニット4 動物の環境応答＊2

練成ユニット6 数学Ⅲ②

練成ユニット7 電磁気学②

実戦ユニット1 細胞・恒常性・遺伝子 演習

練成ユニット7 数学Ⅲ③

練成ユニット8 電磁気学③

実戦ユニット2 遺伝・発生 演習

練成ユニット2 数学Ⅱ・B【標準】

練成ユニット8 数学Ⅲ④

夏期ユニット1 電磁気学④、原子・原子核①

実戦ユニット3 代謝・生物の反応・生態系 演習

実戦ユニット1 数学Ⅱ・B【応用①】
実戦ユニット2 数学Ⅱ・B【応用②】

夏期ユニット

数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ

夏期ユニット2 原子・原子核②

実戦ユニット4 生態系・進化・分類系統 演習

実戦ユニット1 総合演習①

実戦ユニット1 力学演習①

直前ユニット

実戦ユニット2 総合演習②

実戦ユニット2 力学演習②、波動演習

実戦ユニット3 総合演習③

実戦ユニット3 電磁気学演習①

実戦ユニット4 総合演習④

実戦ユニット4 電磁気学演習②、熱力学演習

直前ユニット

数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ

文系入試数学 〜基礎理論とその応用〜

練成ユニット1 数と式、方程式・不等式

鹿野先生／小山先生

練成ユニット2 最大値・最小値の求め方、三角関数、指数・対数関数

8
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直前ユニット

総合演習

スタンダード物理

練成ユニット1 力学①
練成ユニット2 力学②

練成ユニット1 数学Ⅱ【標準】

センター現代文

＊1：2018年7月開講予定 ＊2：2018年8月開講予定

難関大日本史

練成ユニット1 原始・古代・中世①（政治）

高橋先生

練成ユニット2 中世②・近世①（政治）
練成ユニット3 近世②・近代①（政治）
練成ユニット4 近代②（政治）
練成ユニット5 前近代（社会経済）

野島先生

小山先生

練成ユニット2 数学Ⅰ・A【標準②】

センター数学Ⅱ・B

難問解法の総仕上げ

竹岡先生

練成ユニット1 センター現代文の基礎Ⅰ

小山先生

池上先生

練成ユニット2 センター現代文の基礎Ⅱ
実戦ユニット1 センター現代文の応用Ⅰ
実戦ユニット2 センター現代文の応用Ⅱ

マドンナ古文

読解に強くなる センター対策古文ゼミ
（授業90分×10回／受講料 31,320円）

荻野先生

9
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センター漢文

練成ユニット1 基礎力完成＊1

宮下先生

実戦ユニット1 演習中心＊2

練成ユニット1 力学①

高橋先生

練成ユニット2 力学②、熱と気体
練成ユニット4 電磁気学②

センター物理基礎

実戦ユニット1 物理基礎概観
実戦ユニット2 センター対策演習

センター化学

練成ユニット1 理論化学

高橋先生
橋爪先生

練成ユニット2 理論化学・無機化学
練成ユニット3 無機化学・有機化学
練成ユニット4 有機化学
実戦ユニット1 理論化学
実戦ユニット2 無機化学・有機化学

センター化学基礎

実戦ユニット1 物質の構造
実戦ユニット2 物質の変化

センター生物

橋爪先生
山川先生

数学Ⅰ・A・Ⅱ・B重要ポイント②＊2

小山先生

合計価格 125,280円 ▶ セット価格

化学計算のコツと攻略①＊1

橋爪先生

「センター数学Ⅰ・Ａ」
（練成ユニット１・２、実戦ユニット１・２）と
「センター数学Ⅱ・Ｂ」
（練成ユニット１・２、実戦ユニット１・２）の
全ユニットをセットにした講座です。

化学計算のコツと攻略②＊1

橋爪先生

センター現代文 徹底攻略セット

（授業45分×５回／受講料5,400円）

（授業45分×５回／受講料5,400円）
＊1：2018年7月開講予定 ＊2：2018年8月開講予定

【学研プライムゼミセット講座】

＊：2018年7月開講予定

センター世界史

実戦ユニット1 センター対策講義＊

斎藤先生

〈 難関大対策はこれで安心！ 難関大徹底攻略セット 〉
難関国公立大英語 徹底攻略セット

竹岡先生
合計価格 140,940円 ▶ セット価格 126,846円

センター地理

練成ユニット1 系統地理Ⅰ前編

合計価格 140,940円 ▶ セット価格

合計価格 93,960円 ▶ セット価格

小山先生

126,846円

村瀬先生

合計価格 156,600円 ▶ セット価格

合計価格 156,600円 ▶ セット価格

練成ユニット4 系統地理Ⅱ後編

高橋先生

140,940円

鎌田先生

140,940円

「難関大化学」の練成ユニット１〜８と夏期ユニット１・２のセット
講座です。

合計価格 156,600円 ▶ セット価格

練成ユニット3 系統地理Ⅱ前編

池上先生

「難関大物理」の練成ユニット１〜８と夏期ユニット１・２のセット
講座です。

難関大日本史 徹底攻略セット

練成ユニット2 系統地理Ⅰ後編

84,564円

「難関国公立大現代文」の全ユニット（練成ユニット１・２、夏期ユ
ニット、実戦ユニット１・２、直前ユニット）をセットにした講座です。

難関大化学 徹底攻略セット

実戦ユニット2 センター対策演習
＊：2018年7月開講予定

野島先生

140,940円

実戦ユニット1 地誌Ⅰ

「難関大日本史」の練成ユニット１〜８と夏期ユニット１・２のセッ
ト講座です。

実戦ユニット2 地誌Ⅱ

難関大世界史 徹底攻略セット

演習ユニット1 テーマから見る問題演習（系統地理編）
演習ユニット2 地域から見る問題演習（地誌編）

【プライムゼミ特別講座】
理系数学総整理

直前ユニット2 数学Ⅲ中心②（授業45分×5回／受講料5,400円）

物理総整理

直前ユニット2

高橋先生

力学・波動
（授業45分×5回／受講料5,400円）
電磁気学・熱力学・原子
（授業45分×5回／受講料5,400円）
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斎藤先生

126,846円

〈 センター対策はこれで完璧！ センター徹底攻略セット 〉

直前ユニット1 数学Ⅲ中心①（授業45分×5回／受講料5,400円）

直前ユニット1

合計価格 140,940円 ▶ セット価格

「難関大世界史」の練成ユニット１〜８と夏期ユニットのセット講
座です。

鹿野先生

合計価格 78,300円 ▶ セット価格

70,470円

鎌田先生

有機化学（天然・合成高分子化合物含む）を集中して攻略するこ
とを目的とした、
「難関大化学」の練成ユニット７・８、夏期ユニット
１・２、実戦ユニット４のセット講座です。

池上先生

【日本史】政治史（全時代） 集中攻略セット 野島先生

「センター現代文」の全ユニット（練成ユニット１・２、実戦ユニット
１・２）をセットにした講座です。

日本の政治史を集中して攻略することを目的とした「難関大日本
史」の練成ユニット１〜４のセット講座です。

56,376円

合計価格 62,640円 ▶ セット価格

センター英語 徹底攻略セット

合計価格 93,960円 ▶ セット価格

84,564円

竹岡先生

「センター英語」の全ユニット（練成ユニット１〜４、実戦ユニット
１・２）のセット講座です。

センター数学Ⅰ・Ａ 徹底攻略セット
合計価格 62,640円 ▶ セット価格

56,376円

小山先生

「センター数学Ⅰ・Ａ」の全ユニット（練成ユニット１・２、実戦ユニッ
ト１・２）のセット講座です。

センター物理 徹底攻略セット

合計価格 62,640円 ▶ セット価格

56,376円

合計価格 93,960円 ▶ セット価格

難関大物理 徹底攻略セット

実戦ユニット2 文章選択問題特講

【化学】有機化学 集中攻略セット

※価格はすべて税込です。
※各セット講座のユニットの内容はP8〜10でご確認ください。

難関国公立大現代文 徹底攻略セット
野島先生

力学を集中して攻略することを目的とした「難関大物理」
（練成ユ
ニット１〜３、実戦ユニット１・２）のセット講座です。

日本の社会経済史・戦後史を集中して攻略することを目的とした
「難関大日本史」の練成ユニット５〜８のセット講座です。

「難関大理系数学」の練成ユニット１〜８と夏期ユニットのセット
講座です。

センター日本史

高橋先生

「センター物理」の全ユニット（練成ユニット１〜４、実戦ユニット
１・２）をセットにした講座です。

基礎的な知識の理解と
実戦ユニット1
センター試験の過去問の解き方

実戦ユニット1 重要ポイント特講＊

70,470円

目的別にまとめて受講できるお得なセットです。セット講座の受講可
能期間は単品購入時より長く設定していますので、自分の学習スタイ
ルにあったペースで受講できます。

難関大理系数学 徹底攻略セット

発展的な知識の理解と
センター試験の過去問の解き方

小山先生

112,752円

合計価格 78,300円 ▶ セット価格

【日本史】社会経済史（全時代）/ 戦後史 集中攻略セット 野島先生

実戦ユニット2 教科書後半『生殖と発生（動物）』～『進化と系統』

実戦ユニット2

センター数学Ⅰ・Ａ / Ⅱ・B 徹底攻略セット

【物理】力学 集中攻略セット

高橋先生

実戦ユニット1 教科書前半『細胞と分子』～『生殖と発生（動物）』

山川先生

小山先生

「センター数学Ⅱ・Ｂ」の全ユニット（練成ユニット１・２、実戦ユニ
ット１・２）のセット講座です。

「難関国公立大英語」の練成ユニット１〜８と夏期ユニットのセッ
ト講座です。

センター生物基礎

56,376円

合計価格 62,640円 ▶ セット価格

小山先生

（授業45分×５回／受講料5,400円）

実戦ユニット1 電磁気学③、原子と原子核

センター数学Ⅱ・Ｂ 徹底攻略セット

数学Ⅰ・A・Ⅱ・B重要ポイント①＊1

（授業45分×５回／受講料5,400円）

練成ユニット3 波動、電磁気学①

実戦ユニット2 センター対策演習

鎌田先生／橋爪先生

理論化学（授業45分×5回／授業料5,400円）

直前ユニット2 無機・有機化学（授業45分×5回／授業料5,400円）

＊1：2018年8月開講予定 ＊2：2018年秋開講予定

センター物理

化学総整理

直前ユニット1

合計価格 93,960円 ▶ セット価格

84,564円

センター化学 徹底攻略セット

84,564円

橋爪先生

「センター化学」の全ユニット（練成ユニット１〜４、実戦ユニット
１・２）をセットにした講座です。

センター地理 徹底攻略セット

合計価格 125,280円 ▶ セット価格

村瀬先生

112,752円

「センター地理」の全ユニット（練成ユニット１〜４、実戦ユニット
１・２、演習ユニット１・２）をセットにした講座です。

〈 苦手な古文を得点源に！ マドンナ古文セット 〉
マドンナ古文 難関大セット

合計価格 140,940円 ▶ セット価格

荻野先生

126,846円

難関大学の攻略を目的とした、
「マドンナ古文」の難関大古文ゼミ
〈前期〉
〈後期〉、古典文法強化ゼミ〈夏期〉、難関大古文ゼミ〈夏
期〉、和歌の修辞法ゼミ〈冬期〉、源氏物語集中ゼミ〈直前〉、古典
評論ゼミ〈直前〉のセット講座です。

マドンナ古文 中堅大セット

合計価格 125,280円 ▶ セット価格

荻野先生

112,752円

中堅大学の攻略を目的とした、
「マドンナ古文」の基礎強化古文
ゼミ〈前期〉
〈後期〉、古典文法レッスン〈夏期〉、和歌の修辞法
ゼミ〈冬期〉、基礎古文ゼミ〈冬期〉のセット講座です。

マドンナ古文 高 2 特進セット

合計価格 109,620円 ▶ セット価格

荻野先生

98,658円

入試突破のための基礎固めを目的とした、
「マドンナ古文」の基礎
強化古文ゼミ〈前期〉
〈後期〉、古典文法レッスン〈夏期〉、基礎古
文ゼミ〈冬期〉のセット講座です。

〈 苦手分野はこれで克服！ 分野別集中攻略セット 〉
【英語】表現力 集中攻略セット
合計価格 62,640円 ▶ セット価格

56,376円

竹岡先生

表現力を集中して攻略することを目的とした「難関国公立大英語」
（練成ユニット１〜４）のセット講座です。

【英語】長文読解力 集中攻略セット
合計価格 78,300円 ▶ セット価格

70,470円

竹岡先生

合計価格 62,640円 ▶ セット価格

56,376円

【世界史】東洋史 集中攻略セット
合計価格 62,640円 ▶ セット価格

56,376円

斎藤先生

東洋史を集中して攻略することを目的とした「難関大世界史」
（練
成ユニット１〜３、夏期ユニット）のセット講座です。

【世界史】西洋史 集中攻略セット
合計価格 62,640円 ▶ セット価格

56,376円

斎藤先生

西洋史を集中して攻略することを目的とした「難関大世界史」
（練
成ユニット４〜６、夏期ユニット）のセット講座です。

【世界史】近現代史 集中攻略セット
合計価格 62,640円 ▶ セット価格

56,376円

斎藤先生

近現代史を集中して攻略することを目的とした「難関大世界史」
（練成ユニット７・８、実戦ユニット３、夏期ユニット）のセット講座
です。

【高１生・高２生向け講座】
難関大英語 高1

前田先生／リッチモンド先生

難関大数学 高1

五藤先生

3年間の高校英語学習の土台を築く講座です。全14ユニット
（1ユニット：授業90分〈30分×3回〉×4回／受講料12,636円）

数学ⅠAと数学Ⅱ（一部）のうち、難関大学の問題を解く上で大切
なことを扱います。全14ユニット
（1ユニット：授業90分〈30分×3回〉×4回／受講料12,636円）

難関大英語 高2

前田先生／リッチモンド先生

難関大数学 高2

五藤先生

「長文読解」と「英作文」を交互に学習します。全12ユニット
（1ユニット：授業90分〈30分×3回〉×4回／受講料12,636円）

数学ⅡB（一部除く）のうち、難関大学の問題を解く上で大切なこと
を扱います。全12ユニット
（1ユニット：授業90分〈30分×3回〉×4回／受講料12,636円）

高2物理入門

夏期ユニット

力学

夏期ユニット

物質の構造・物質の変化

高2化学入門

マドンナ古文 高1生・高2生向け講座

高橋先生
橋爪先生
荻野先生

平安タイムトリップ古文（授業90分×10回／受講料31,320円）

はじめての古文ゼミ（授業90分×5回／受講料5,400円）

長文読解力を集中して攻略することを目的とした「難関国公立大英
語」
（練成ユニット３〜７）のセット講座です。

【英語】英作文 集中攻略セット
合計価格 78,300円 ▶ セット価格

70,470円

竹岡先生

英作文を集中して攻略することを目的とした「難関国公立大英語」
（練成ユニット１〜４・８）のセット講座です。

最新情報は必ずWEBサイトでご確認ください。
（URL https://gpzemi.gakken.jp/prime/）

11

2018/06/05 16:09

現役大学生が大公開！

今回

の先 輩

先 輩 たちの

必勝! 受験スタイル

東京大学
教養学部
文科二類

畑仲基希さん

難関大学に見事合格した先輩に、成功の秘訣を直撃。ぜひ参考にしたい、受験勉強のコツを大公開！

努力は裏切らない！ 着実に点数に
結びつく教科は徹底的に学習を

ので、いい刺激になりました。午前中は講義、午後は
基本的に予備校の自習室を使って毎日夜9時半ごろ
まで勉強していました。

生徒会活動に参加するなど高校２年生までは忙し

時間をかけて勉強すれば点数につながるのは英語

い毎日を送っていましたが、３年生からは本格的に受

と地歴なので、特に力を入れました。英語は、アメリ

験勉強に取り組みました。積み重ねが大切な英語と

カのニュースサイトを引用するなど設問の質が高い私

数学は自学自習で勉強を進め、なかなか時間を割き

大の過去問を解くようにしました。音読が好きだった

にくい現代文と日本史は、予備校を活用するなどして

ので家では問題を音読し、それで身についた表現を書

効率よく勉強するように心がけていました。自分なり

くなどライティングに備えました。日本史は、歴史の

に頑張っているつもりでしたが、現役の受験では失

流れがわかる参考書を選び、何回も通して読んで全

敗。高校生の１年間とは違って、浪人生の１年は合格

体のつながりを把握したうえで、過去問を解きながら

しなければ意味がない。是が非でも東京大学に合格

細部を確認していました。

しようと覚悟を決めて頑張りました。

振り返って感じるのは、努力は裏切らないというこ

予備校にも通っていたので、例年７割ほど東大に受

と。数学で満点をとる…というのは僕にはできないの

かるというクラスに入り、東大受験が当たり前という

で、着実に勉強を積み重ねることで合格を手にでき

環境に身を置きました。当然のようにみんな勉強する

たのではないかと思います。

東京大学合格を
手にした

1
2
3

3

つの ポイント！

高いレベルの人に囲まれ、
そのレベルが当然の環境に身を置く
浪人中は、
「絶対に合格する」という
覚悟を決めて勉強する
英語、地歴などは着実に
勉強を積み重ねることで得点源に

僕の
強
受験勉
ノート
日本史の流れ
が 把 握できる
参考書には、書
き込み用のスペ
ースがあったの
で、そこを活用。
授業で習ったこ
とや自分でまと
めたことを書き
込みながら、何
度も読み返しま
した。

12

P02-19_0602.indd 12

2018/06/02 15:53

大学入試に
ついて知ろう！

1

英検 合格のため
®

の語彙力のつけ方

英語力を高めるためには、語彙力を身につけるけることが重要であるこ

とは言うまでもありません。

大学入試にも役立つ英検合格のために、どのように語彙力を伸ばしたら

よいのか、

「学研英検 ®ゼミ」講師の竹岡広信先生にアドバイスをいただきました。

このように、言葉の持つ意味を理解して覚えるこ

「アクティブな語彙＊1」と「パッシブな語彙＊２」
を意識し、使い分けよう

とがすごく大事なのです。

英検合格のための語彙力をつけるためには、
どんな学習法が効果的でしょうか。
ひとつの語彙のイメージをつくる訓練をすると効
果的です。たとえば、braveとcourageousは、どちら

竹岡広信先生
漫画『ドラゴン桜』のモデルとして知られ、NHK「プロフ
ェッショナル 仕事の流儀」で塾講師として唯一紹介され
たカリスマ英語講師。現在、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。

本当は辞書を読んでほしいのですが、それは大変

ていて、「AをBに連れていく」に使えることを知ら

でしょうから、単語集を活用することを考えてほし

ない生徒もいる。基本的な単語を使いこなせないと、

いです。

英作文は書けません。準1級を目指す場合でも、3級

な」ですが、dangerousは、危害が生じるような直

英検合格を目指すには、

レベルの単語をおろそかにしないことです。

接的な危険、riskyは、うまくいかないと倒れかねな

語彙力が基本になると考えてよいでしょうか。

アクティブな語彙とパッシブな語彙を

ほかにも、dangerousとriskyはどちらも「危険

い危険です。こういうことを覚えていないと、その

受験する級にもよるでしょう。英検とCEFR（セフ

使い分けるということですね。

単語を知っていても使えないという結果になります。

ァール）＊3の対応で、英検１級にはCEFRのC１、準

も日本語では「勇敢な」ですが、それだけで覚えて

単語の持つコアな部分のイメージが足りないという

１級にはB１、２級にはB２とされますが、ライティ

absent from school yesterday.」と教えられていま

いると、それぞれ、いつどのように使ったらいいの

ことなのです。

ングやスピーキングでは２段階下のレベルでよいと

した。でも実際にそんなふうに言う人はいません。

かわかりませんね。

単語のコアな部分のイメージを覚えるには

思います。１級だとCEFRのB２レベルですね。

「He missed school yesterday.」でいいんです。ラ

braveは、baby ―― babaという意味不明な言葉で

どうしたらいいのでしょうか。

「彼は昨日学校を休んだ」は、かつて「He was

大事なのは、「アクティブな語彙」と「パッシ

イティングやスピーキングではアクティブな語彙を

ブな語彙」を意識することです。パッシブな語彙

増やすことが大事です。たとえば準1級用の単語集

トでたくさん用例が見られますから、それでもいい

は、見てわかればいいのですが、say、talk、speak、

に載っているパッシブな語彙は、読解やリスニング

でしょう。単語集は、確かに効率よく単語を覚えら

take、go、come…といったアクティブな単語を自在

には役立つと思いますが、ライティングのためには3

話す人―― や、barbarian（未開人）、barren（不毛

面倒でも英英辞典を引くことですね。今はネッ

な）などと関連します。ちなみに、bra-は、「あきば
はら」が「あきはばら（秋葉原）」に変換したように、
bar-が変換したものです。だから、「未開人が槍を

れますが、自分なりに味つけすることが必要です。

に使えるようになっていると英作文の力が格段に違

級用くらいでいいんです。以前の英検は、リスニン

持って走り回る」ような勇敢さを表します。一方の

「appearは『現れる』『出現する』だ」とだけ覚え

ってきます。逆に言うと、日本の高校生が英作文を

グより読解の方に重きを置いていたので読解対策中

courageousは、心の強さ、つまり病気に負けないな

ていると、「テレビに有名人が登場する」にこの単

苦手な原因は、単語のコアな部分のイメージを学ん

心の勉強をしていましたが、今は4技能を問われる

ど、精神的な強さを表します。

語が使えるということがわかりません。

でいないからなのです。「takeは『取る』」と覚え

のでそれに見合う対策をすべきでしょう。
アクティブな語彙・パッシブな語彙は、日本語で

竹岡先生渾身の究極の問題集で
入試対策を！

竹岡の
英文法・語法
ULTIMATE
究極の600題
学研プラス刊
5月29日発売
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大学入試の最新傾向を分析し精選した、英文法・語

ことから考えなければなりません。実戦に即した問題

言えば「薔薇（ばら）」は読めればよくて書けなく

法問題600題を収録した問題集が刊行されました。国

集と言えるでしょう。受験勉強の早い段階から入試直

てもいいというのに当たります。それらを混同して、

公立、私大の入試問題3000〜4000題から、正答率を

前まで、幅広く使えます。竹岡先生のユニークなコラ

単語集で覚えた単語を英作文で無理矢理使おうとす

参考に本当に入試に出る問題だけを選んだ、まさに究

ムも満載で、そこだけ読んでも英語力が身につくと評

るので、むちゃくちゃな作文になってしまうんです。

極の問題集です。本書は、類似問題を繰り返し解くこ

判です。また、問題だけ取り外せることや、スケジュー

とで問題に慣れ、理解を深められる構成になっていま

ルに従って使えるところも実用的です。

す。また、問題の分野を示していないことも特長です。
その問題の分野が表示されているとそれ自体がヒント
になってしまいますが、実際の入試では分野が示され
ていないので「何を使って解けばいいのか？」という

英検取得で目標大学合格へ一歩近づく！

PRESENT!!

竹岡先生の直筆サイン入り本を
10名様に差し上げます。

詳細はこちらのサイトへ！▶

［2級対策講座］

18へ

詳しくは P

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
＊1 アクティブな語彙：意味を理解でき、使いこなすこともできる単語。＊2 パッシブな語彙：意味は理解できるが使いこなせない単語。＊3 CEFR（Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment）：外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠。
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AO入試・推薦 入試 について教えて！

大学入試に
ついて知ろう！

2

志望校合格のためのもう一つのルートとして、近年利用者が増えている

ＡＯ・推薦入試。

一般入試より先にエントリーや選抜選考が始まるＡＯ・推薦入試を考えて

いる人に、

「学研ＡＯ・推薦ゼミ」の講師、和田圭史先生に今後の注意点をアドバイ

一般入試よりも早く実施される
ＡＯ・推薦入試対策のポイントは？
ＡＯ・推薦入試は、一般入試よりも早くエントリ
ーや選考がスタートします。選考方法には面接や小

むといった安易な理由だけでＡＯ・推薦入試を考え
ている人は注意しましょう。

夏から始めるＡＯ・推薦対策
志望大学の情報収集は徹底的に！

スしていただきます。

和田圭史先生
小論文・作文専門指導で実績のある「白藍塾」を運営する、
株式会社はくらん代表。昭和女子大学非常勤講師。著書に
『ＡＯ・推薦入試 志望理由書で合格』
『逆転合格の面接術』、
樋口裕一先生との共著に『大学入試 ＡＯ・推薦入試をひと
つひとつわかりやすく。
（
』いずれも学研プラス刊）
など。

で、早めに確認しておきましょう。

ＡＯ・推薦入試と一般入試
勉強はバランスよく進めて
ＡＯ・推薦入試の対策として気をつけたい点は、

論文、志望理由書の提出などが課され、最近は基

この時期になると各大学とも新しい募集概要や資

一般入試の勉強と両立し、バランスよく進めていく

礎学力を確認する試験を加える大学もあります。Ａ

料が揃っているので、早めに入手して、出願条件や選

ことです。一般入試に向けた日々の教科学習は「学

Ｏ・推薦入試は早期に合否がわかり、さらに受験勉

抜方法などを具体的に把握しておきたいものです。

び」を習慣づけるとともに、視野を広げてくれます。

強の負担が軽いなど、さまざまなメリットがありま

ＡＯ入試の場合には、アドミッションポリシーな

そうした積み重ねは自信にもつながり、ＡＯ・推薦入

す。推薦ではほとんどの大学が出願の成績基準を設

ど事前に目を通しておくべき資料があったり、課題

試にも大きなプラスになるのです。ですから、ＡＯ・

けていますが、ハイレベルな成績基準を設けている

図書が出されていたりすることもあるので、夏休み

推薦入試での受験を考えている人は、最初の受験の

大学はほんの一部です。一般入試では手の届かない

を利用してそうした課題にしっかり目を通しておく

チャンスであるというくらいに考え、夏休み中は一般

大学でも、ＡＯ・推薦入試ならば合格できるという

ことを勧めます。ＡＯ入試でうまくいかなかった人

入試に備えた勉強を進めてほしいと思います。

受験生もいると思います。ＡＯ・推薦入試を検討し

の話を聞くと、読むべきものを読んでいなかったと

ている人は、志望大学や学部の情報を調べてみまし

いう例が結構あります。大学から発信される情報に

ょう。

は敏感になっておきましょう。

ただし、ＡＯ・推薦入試では、志望動機やセール
スポイントをアピールし、また小論文対策などの特
有の準備が必要です。単に教科の勉強をしなくて済

ＡＯ入試と推薦入試の違い
ＡＯ入試

推薦入試

オープンキャンパスを活用して
モチベーションを高めよう
夏休みには多くの大学でオープンキャンパスが実
施されます。参加しないと得られないような情報を

小論文対策は全学習の基盤！
専門家の指導で苦手意識を克服
ＡＯ・推薦入試対策として、先行して取り組みた
いのが小論文です。小論文を書くトレーニングを積
むことで、論理的思考力、文章構成力を養えます。

ＡＯ・推薦入試対策の流れ
導入

基本の学び

学校別対策

小論文の基本

小論文演習

小論文分野別対策

書き方

論理的思考力

志望理由書対策

考え方

文章構成力

面接対策

AO・推薦入試では何が問われる？
小論文

論理的思考力（考える力、伝える力、読み解く力）
／多様なものの見方／社会に対する関心度／
知的好奇心／職業（学部）への適性など

志望
理由書

何になりたいか／何をやりたいか／
何を学びたいか／志望大学・学部への関心度

面接

コミュニケーション能力（話す・聴く）／
プレゼン力

ただ、小論文対策は自分一人ではなかなか対応す
るのは難しく、高校の先生の専門を超えた分野であ
る場合もあります。そのため、専門家の培ってきた
ノウハウに裏付けされた指導を受けるのが合格への
近道です。
「学研ＡＯ・推薦ゼミ」では、映像授業と添削指導

考えを深める力、まとめ上げる力をつけたところで、

で基礎から学習できますので、これまで全く小論文

志望理由書の作成や面接回答練習に取り組むと、仕

を書いたことがない人、文章を書くことに苦手意識

入試時期 原則として8月1日〜

原則として11月1日〜

入手できるチャンスが広がります。受験案内だけで

上がりが全く違います。説得力のある文章や回答が

を持っている人でも安心して受講できます。志望理

出願資格 なしの場合が多い

あり（評定平均 値、
活動実績など）

は知ることのできない大学の魅力に触れ、志望校決

自然とできるようになります。

由書・面接の対策講座も設置しています。これらを

名称

ＡＯ入試／ＦＩＴ入試／世 公 募 制 推 薦 ／指 定
界適 塾入試／グローバル 校 推 薦 ／自己 推 薦
リーダーコース入試
など

面談・講義レポート・書類審 書類審査・小論文・
選考方法 査・小論文・面接・学力試験 面接・学力試験のい
のいくつかの組み合わせ
くつかの組み合わせ
推薦入試以上に重要。アドミ
マッチング ッション・ポリシー（求める学 重要
生像）が必ず公表される
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定や勉強へのモチベーションを高めるきっかけにも

また、小論文の勉強で身につく力はあらゆる教科

なると思います。できるだけ夏休みの計画に組み込

の基礎となり、学習全体に好影響を与えるでしょう。

んで、大学に足を運びましょう。事前に確認したい

たとえば、一般入試で受験できる大学が増え、進路

ポイントを準備した上で参加するとより効果的です。

選びの幅が広がるというメリットにもつながるので

また、ＡＯ入試のエントリーとしてオープンキャ

す。そういう意味では、小論文対策は大学受験合格

ンパスへの参加を条件としている大学もありますの

へのカギを握っていると言えます。

活用して、ぜひ、志望大学合格を実現してください。
AO入試・推薦入試で合格を目指すなら！

19へ

詳しくは P
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に は 、目 的 に 合 わ せ て

選 べ る 映 像 授 業 が 充 実！

4技能対策は学研の映像講座で!!

映像＋添削で万全のAO・推薦入試対策！

［2級対策講座］
多くの大学で英検の取得により入試が有利になる優遇制度が採用されています。本講座は映像授業15回と充実した教材セットで、
二次試験対策までしっかり実力がつけられるように構成されています。英検2級に挑戦し、目標大学合格に一歩近づきましょう！
映像授業回数

60分×15回／受講料：24,840円（税込）

メインテキスト：
「英検®2級をひとつひとつわかりやすく。」
（本講座用改訂版）／
教材
別冊：解答・解説、2級用単語BOOK、模擬試験、二次試験対策用面接カード（2
種類）、ライティング対策提出用添削課題シート（1回分）

4技能を効率よく鍛える、学研英検®ゼミの特長

読む
話す

人気の
「英検®２級をひと
つひとつわかりやすく。
」
（本講座用改訂版）をテ
キストに学習！
二次試験対策用として、
ネイティブによる面 接
シミュレーション（2回
分）
付き！

書く
聞く

ライティング 対 策 用添
削 課 題シート（1回 分）
で、ライティング学習も
カバー！
リスニング対策に、テキ
ストの英語の文や単語、
リスニング問題の音声
付き！

導！
最強の講師が指
『ドラゴン桜』の実在モデル！

竹岡広信先生

漫画『ドラゴン桜』のモデルとして知
られ、
NHK
「プロフェッショナル 仕事
の流儀」で紹介されたカリスマ講師。
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。

生きた英語のコミュニケーター

スティーブン・
リッチモンド先生

オーストラリア・メルボルン出身の大
学教員。文化に基づいた上での英語
でコミュニケーションを取る能力を
指導している。
※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

映像講義の“インプット”と添削指導の“アウトプット”で、
「伝える力」＝「合格力」を身につけるAO入試・推薦入試
対策講座。小論文対策のプロによる丁寧な指導で、志望大学合格までしっかりサポートします。
講師

和田圭史先生

まずは無料講座で、
どう対策すべきか
知ろう！

小 論 文・作 文 専門指 導
「白藍 塾」の経営 法 人、
株式会社はくらん代表。
著書に『AO・推 薦入試
志望理由書で合格』
『逆
転合格の面接術』、樋口
裕 一 先 生との 共 著 に
『大学入試 AO・推薦入試をひとつひとつわか
りやすく。』
（いずれも学研プラス刊）など。

監修

分野別小論文講座

講師 和田圭史先生

無料公開中

映像講義90分×4回・添削2回

志望学部・
学科領域別の
実戦トレーニング！

白藍 塾 塾 長 。多摩大学
名誉教授。
『読むだけ小
論文』シリーズ（学研プ
ラス刊）など、数々の小
論文参考書で全国の受
験 生 から“小 論 文の 神
様”と呼ばれる。

映像講義15分

小論文ベーシック講座

小論文の書き方、
考え方を
ゼロから学ぼう！

樋口裕一 先生

オリエンテーション講座

講師 和田圭史先生

受講料：21,600円
（税込）

講師 坂本礼子先生

①人文科学系コース ②社会科学系コース ③看護医療系コース

各コースとも映像講義90分×4回・添削2回

上手に個性を発揮して
好印象を得る
秘策を伝授！

受講料：各21,600円
（税込）

志望理由書・面接スタンダード講座
映像講義90分×2回・添削1回

講師 和田圭史先生

受講料：10,800円
（税込）

小論文・大学別講座と保護者向け講座で合格をバックアップ

ネット講座とわかりやすいテキストで自宅が予備校に！

医学部受験には、他学部とは異なる対策が必要です。この講座では医学部志望者を対象に、小論文対策講座や大学別対
策講座などにより、必要な学力を基礎から身につけます。保護者対象のコーチング講座があることも特長のひとつです。

MyGAKは、中学の学習内容から大学受験に必要な学力までしっかりカバーする「英語」「現代文」「古文」「数学」に特化した
教材です。中学初級レベルから高校中級レベルまで、映像授業＋テキスト＋チェックテストで効率よく学習することができます。

医学部小論文
攻略講座
小論文で書くべき内容・書き方から、
医
学部受験生にとって欠かせない志望動
機書の書き方、
面接の準備まで、
すべて
が身につきます。
講座構成

3ユニット（1ユニット＝映
像講義90分〈45分×2〉×
5コマ）
受講料：1ユニット28,080
円（税込・ワークノート代
込）
担当講師

森崇子先生

大学別対策講座
医学部受験に精通した講師による「過
去問からみる問題傾向と対策」
と
「問題
演習による実戦力の養成」
で、
各大学合
格に必要な力を養います。
埼玉医科大学対策講座／
昭和大学対策講座／日本大学対策講座
（その他の大学別講座も追加予定）
講座構成 英語・数学・物理・化学・生物 各１

ユニット
（1ユニット＝映像講義90分
〈45分
×2〉
×5コマ）
受講料：1ユニット27,000円
（税込）

担当講師 英語：前田裕幸先生／数学：及川

豪人先生・寺井裕人先生／物理：福田賢司先
生／化学：福田訓久先生／生物：近藤泉先生

保護者対象
コーチング講座
お子様を医学部合格へ導くためのコー
チング講座。保護者のコーチングで必
要な学力と精神力を身につけさせ、親
子で合格を目指しましょう。
講座構成

2ユニット
（1ユニット＝
映像講義45分×4コマ）
受講料：1ユニット
5,400円
（税込）
担当講師

河本敏浩先生

無 料 会 員 特 典 「学研ゼミ高校コース」のサイトから会員登録すると、おすすめの
18
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数
英・国・

基礎から大学受験レベルまで充実のラインナップ！

G-1

中学初級レベル

G-2

中学中級レベル

G-3

中学上級レベル

G-4

中学総合レベル

G-5

高校初級レベル

G-6

高校中級レベル

英語文法

英語構文

現代文

数学

大学受験合格ノウハウが、
ネット講座に、テキストに凝縮！

1講座20分×10回
各レベル・各講座／受講料：4,320円（税込）
英語文法

英語構文

現代文

古文

数学Ⅰ・A

数学Ⅱ・B

1講座20分×10回
各レベル・各講座／受講料：5,400円（税込）

「合格を勝ち取るために、無駄なく寄り道を
なくし 、必 要 な 学 力 を 確 実 に 身 に つ け
る！」̶̶MyGAKは、私たち予備校講師
陣が持っている受 験の
ノウハウをつぎこんで作
り上げた全く新しい学
習システムです。
制作チームリーダー

河本敏浩先生

※テキスト、チェックテスト付

1講義や各講座の一部などが無料体験できる！

詳しくは裏表紙へ！
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