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合格のための土台作り

高3練成ユニット

入試基礎力の強化

スタートラインを上げる

高1・高2全26ユニット

英語・数学・国語の
基礎力完成

最難関国私立大
難関国私立大対策

高２冬休み～８月

飛躍のための 土台固め

高3夏期ユニ ット

入試基礎力 の完成

夏休み

合格に向けて飛躍

高3実戦ユニット

合格得点力の養成

９月～１２月

合格ライン突破

高3直前ユニット

合格得点力の完成

冬休み・直前高１春～高２

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

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

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

「基礎の深い理解」
を重視した講義
1

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

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

授業内完全定着
学習
3

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

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

ムリ・ムダなく
志望大学へと導く
カリキュラム

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

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

難関大へと導く
知的刺激に満ちた
授業

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

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

基礎知識から
実戦力まで
着実に身につける
「４ステップ」
カリキュラム

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

予習・復習はもちろん、受験直前の
要点チェックにも役立つ充実の内容
です。

「実力講師」×「学研」
による充実の
専門テキスト

3

国公立大／難関私立大
有名私立大対策

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

授業時間（1回）　90分 / 1ユニット授業回数 5回

合格へ直進
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※学研プライムゼミの練成ユニットは2までです。

※学研プライムゼミの練成ユニットは8までです。

※学研プライムゼミの練成ユニットは8までです。春期スタート授業 8月までにここまで受講するのが目標

春期スタート授業

春期スタート授業

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2 練成ユニット3～10※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット

３MB アドバンスウイング
入試理系数学（基礎）

数 

学
城能　博 数列の極限、関数の極限と微分法、

積分法、平面上の曲線、複素数平面 練成ユニット定着演習 数Ⅰ・Ａ演習、数Ⅱ演習、
数Ｂ演習、数Ⅲ演習 直前演習

３MS アドバンスウイング
入試理系数学 天野　貴宣 数列の極限、関数の極限と微分法、

積分法、平面上の曲線、複素数平面 練成ユニット定着演習 数Ⅰ・Ａ演習、数Ⅱ演習、
数Ｂ演習、数Ⅲ微分積分演習 直前演習

集合と命題、データの分析、場合の数と確率、
図形の性質、整数の性質、図形と方程式、三角関数、
指数・対数関数、微分と積分、数列、ベクトル他

練成ユニット定着演習 数Ⅰ演習、数Ａ演習
数Ⅱ演習、数Ｂ演習 直前演習

集合と命題、データの分析、場合の数と確率、
図形の性質、整数の性質、図形と方程式、三角関数、
指数・対数関数、微分と積分、数列、ベクトル他

練成ユニット定着演習 数Ⅰ演習、数Ａ演習
数Ⅱ演習（図形）、数Ｂ演習 直前演習

３NS アドバンスウイング
入試数学ⅠA・ⅡB 城能　博

3NN アドバンスウイング
難関大数学ⅠA・ⅡB 市川　進

G3M 学研プライムゼミ
難関大理系数学

小山　功 数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ/Ⅲ 数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ/Ⅲ 総合演習 数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ/Ⅲ

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

日本・東洋、京都産業・近畿・龍谷、名城・中京、福岡等の有名私立大学理
工系、東京都市・東京電機・工学院・金沢工業・愛知工業・大阪工業・広島
工業等の工業系大学を志望する受験生。

上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・東京理科・芝浦工業、同志社・関
西・関西学院・立命館等の難関私立大の理工系学部を志望する受験生。
電気通信・埼玉・茨城・前橋工科・宇都宮・信州・新潟・金沢・岡山・鳥取・
島根・九州工業・長崎・鹿児島等の国公立大学理工系学部を志望する受
験生。

国公立大の文系・農学系学部を志望する受験生、有名私立大学の文系・
薬学・医療・農学系の学部を志望する受験生。

難関国公立大の文系・農学系学部を志望する受験生、難関私立大学の文
系・薬学・医療・農学系の学部を志望する受験生。

東京・京都・東京工業、国公立大医学部医学科、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・東京農工・東京学芸・東京
都立・名古屋市立・名古屋工業・京都府立・大阪府立・大阪市立・神戸・
広島等の難関国公立大の理工系学部を志望する受験生。早稲田・慶應等
の最難関私立大の理工系学部、私大医学部医学科を志望する受験生。

ユニット数
練成 夏期 実戦 直前

数Ⅲのための数Ⅰ・Ⅱ 数Ⅲのための数Ⅱ・B

数Ⅲのための数Ⅰ・Ⅱ 数Ⅲのための数Ⅱ・B

数と式、2次関数 図形と計量

数と式、式と証明 方程式・不等式、
２次関数

数学Ⅰ・A/Ⅱ・B① 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B②
（一部数学Ⅲを含む）8

10

10

10

10

1

2

2

2

2

4

4

4

4

4

1

2

2

2

2

※

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2～5※

3LGB アドバンスウイング
入試現代文（基礎）

現
代
文

児玉　克順 評論文の読み方②、設問の解き方、
接続関係の把握、小説と随筆 直前演習

3LGS アドバンスウイング
入試現代文 児玉　克順 評論文の読み方②、設問の解き方、

接続関係の把握、小説と随筆

現代文読解の基礎（２）

直前演習

現代文読解の完成

基礎の実践・背景知識の増強

基礎の実践・背景知識の増強

練成ユニット定着演習

練成ユニット定着演習

現代文読解・夏の総復習 現代文読解の応用G3LGK 学研プライムゼミ
難関国公立大現代文 池上　和裕

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

成蹊・成城・武蔵・明治学院・獨協・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産
業・近畿・甲南・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大
学を志望する受験生。

早稲田・上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、同志社・関西・関
西学院・立命館・南山等の難関私立大学を志望する受験生。

東京・京都・一橋・大阪・名古屋・北海道・東北・九州・一橋・筑波・千葉・横
浜国立・お茶の水女子・東京都立・東京学芸・名古屋市立・京都府立・大阪
市立・神戸・広島等の難関国公立大を志望する受験生。

ユニット数
練成 夏期 実戦 直前

2

5

5

1

1

1

2

2

2

1

1

1 評論文の読み方①

評論文の読み方①

現代文読解の基礎（１）

夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット

※

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2 練成ユニット3～10※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット

３EB アドバンスウイング
私大英語（基礎）

英 

語

丸山　大地
重要英文法（準動詞、関係詞、仮定法、比較他）
英文精読（名詞・形容詞・副詞のカタマリ、

動詞の語法、特殊構文他）
練成ユニット定着演習

発音・アクセント、選択完成
整序英作文、正誤

頻出パターン演習、英文読解
直前演習

直前演習３ES アドバンスウイング
私大英語 石橋　渉 重要英文法（準動詞、関係詞、仮定法、比較他）

英文精読（形容詞句・節、副詞句・節、精読演習） 練成ユニット定着演習
出題形式別演習
頻出パターン演習

長文読解、頻出テーマ読解

練成ユニット定着演習
入試英語速読入門

入試英語速読
難関私大長文読解

重要英文法演習、出題形式別演習

練成ユニット定着演習 英語記述問題対策
英作文特講

３EN アドバンスウイング
難関私大英語 石橋　渉 重要英文法（準動詞、関係詞、仮定法、比較他）

英文精読（形容詞句・節、副詞句・節、精読演習）

重要英文法（準動詞、関係詞、仮定法、比較他）
英文精読（形容詞句・節、副詞句・節、精読演習）３EK アドバンスウイング

国公立大英語 石橋　渉

G３EK 学研プライムゼミ
難関国公立大英語

竹岡　広信 入試英文法、読解に必要な英文法
長文総合問題演習、英作文問題演習 夏期演習 総合演習

対象

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用 練成 夏期 実戦 直前

成蹊・成城・武蔵・明治学院・獨協・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産
業・近畿・甲南・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大
学、東京都市・東京電機・工学院・愛知工業・大阪工業等の工業系大学、
私立大の薬学系、農学系、医療系の学部を志望する受験生。

明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院・東京理科・芝浦工業・津田塾、
同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難関私立大、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。

早稲田・慶應・上智を志望する受験生、明治・立教・青山学院・中央・法政・
学習院・津田塾、同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難関私立大
志望で英語を得点源科目としたい受験生。

岩手・秋田・山形・福島、電気通信・東京海洋・埼玉・茨城・宇都宮・群馬・信
州・新潟・山梨、静岡・岐阜・金沢・福井・三重、滋賀・和歌山・奈良女子、岡
山・山口・鳥取・島根、徳島・香川・愛媛・高知、長崎・佐賀・熊本・大分・宮
崎・鹿児島・琉球等の国公立大学を志望する受験生。

東京・京都・一橋・東京工業、国公立大医学部医学科、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・東京外国
語・東京都立・東京学芸・名古屋市立・名古屋工業・京都府立・大阪府立・
神戸・広島等の難関国公立大を志望する受験生。

自動詞と他動詞、
第４、第５文型 時制と態

8

10

10

10

10

1

3

3

3

3

4

4

4

4

4

1

2

2

2

2

動詞の語法、
句・節導入、

名詞句・名詞節①

時制と態、
名詞句・名詞節②、
副詞句・副詞節①

動詞の語法、
句・節導入、

名詞句・名詞節①

時制と態、
名詞句・名詞節②、
副詞句・副詞節①

動詞の語法、
句・節導入、

名詞句・名詞節①

時制と態、
名詞句・名詞節②、
副詞句・副詞節①

入試英単語 入試英熟語

直前演習

直前演習

直前演習

※

8月までにここまで受講するのが目標

8月までにここまで受講するのが目標

レベル ユニット数

高3 合格一貫カリキュラム春からはじめる
すでに合格一貫カリキュラムをスタートさせているみなさんは、
各自の受講スケジュールに対応したユニットを選択して受講してください。

アドバンスウイング
1ユニット：120分×4回授業回数・時間

学研プライムゼミ
1ユニット：90分×5回

各講座の“体験”ができる！
第０講座･･･QR

コード

4



※学研プライムゼミの練成ユニットは2までです。

※学研プライムゼミの練成ユニットは8までです。

※学研プライムゼミの練成ユニットは8までです。春期スタート授業 8月までにここまで受講するのが目標

春期スタート授業

春期スタート授業

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2 練成ユニット3～10※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット

３MB アドバンスウイング
入試理系数学（基礎）

数 

学
城能　博 数列の極限、関数の極限と微分法、

積分法、平面上の曲線、複素数平面 練成ユニット定着演習 数Ⅰ・Ａ演習、数Ⅱ演習、
数Ｂ演習、数Ⅲ演習 直前演習

３MS アドバンスウイング
入試理系数学 天野　貴宣 数列の極限、関数の極限と微分法、

積分法、平面上の曲線、複素数平面 練成ユニット定着演習 数Ⅰ・Ａ演習、数Ⅱ演習、
数Ｂ演習、数Ⅲ微分積分演習 直前演習

集合と命題、データの分析、場合の数と確率、
図形の性質、整数の性質、図形と方程式、三角関数、
指数・対数関数、微分と積分、数列、ベクトル他

練成ユニット定着演習 数Ⅰ演習、数Ａ演習
数Ⅱ演習、数Ｂ演習 直前演習

集合と命題、データの分析、場合の数と確率、
図形の性質、整数の性質、図形と方程式、三角関数、
指数・対数関数、微分と積分、数列、ベクトル他

練成ユニット定着演習 数Ⅰ演習、数Ａ演習
数Ⅱ演習（図形）、数Ｂ演習 直前演習

３NS アドバンスウイング
入試数学ⅠA・ⅡB 城能　博

3NN アドバンスウイング
難関大数学ⅠA・ⅡB 市川　進

G3M 学研プライムゼミ
難関大理系数学

小山　功 数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ/Ⅲ 数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ/Ⅲ 総合演習 数学Ⅰ・Ａ/Ⅱ・Ｂ/Ⅲ

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

日本・東洋、京都産業・近畿・龍谷、名城・中京、福岡等の有名私立大学理
工系、東京都市・東京電機・工学院・金沢工業・愛知工業・大阪工業・広島
工業等の工業系大学を志望する受験生。

上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・東京理科・芝浦工業、同志社・関
西・関西学院・立命館等の難関私立大の理工系学部を志望する受験生。
電気通信・埼玉・茨城・前橋工科・宇都宮・信州・新潟・金沢・岡山・鳥取・
島根・九州工業・長崎・鹿児島等の国公立大学理工系学部を志望する受
験生。

国公立大の文系・農学系学部を志望する受験生、有名私立大学の文系・
薬学・医療・農学系の学部を志望する受験生。

難関国公立大の文系・農学系学部を志望する受験生、難関私立大学の文
系・薬学・医療・農学系の学部を志望する受験生。

東京・京都・東京工業、国公立大医学部医学科、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・東京農工・東京学芸・東京
都立・名古屋市立・名古屋工業・京都府立・大阪府立・大阪市立・神戸・
広島等の難関国公立大の理工系学部を志望する受験生。早稲田・慶應等
の最難関私立大の理工系学部、私大医学部医学科を志望する受験生。

ユニット数
練成 夏期 実戦 直前

数Ⅲのための数Ⅰ・Ⅱ 数Ⅲのための数Ⅱ・B

数Ⅲのための数Ⅰ・Ⅱ 数Ⅲのための数Ⅱ・B

数と式、2次関数 図形と計量

数と式、式と証明 方程式・不等式、
２次関数

数学Ⅰ・A/Ⅱ・B① 数学Ⅰ・A/Ⅱ・B②
（一部数学Ⅲを含む）8

10

10

10

10

1

2

2

2

2

4

4

4

4

4

1

2

2

2

2

※

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2～5※

3LGB アドバンスウイング
入試現代文（基礎）

現
代
文

児玉　克順 評論文の読み方②、設問の解き方、
接続関係の把握、小説と随筆 直前演習

3LGS アドバンスウイング
入試現代文 児玉　克順 評論文の読み方②、設問の解き方、

接続関係の把握、小説と随筆

現代文読解の基礎（２）

直前演習

現代文読解の完成

基礎の実践・背景知識の増強

基礎の実践・背景知識の増強

練成ユニット定着演習

練成ユニット定着演習

現代文読解・夏の総復習 現代文読解の応用G3LGK 学研プライムゼミ
難関国公立大現代文 池上　和裕

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

成蹊・成城・武蔵・明治学院・獨協・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産
業・近畿・甲南・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大
学を志望する受験生。

早稲田・上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、同志社・関西・関
西学院・立命館・南山等の難関私立大学を志望する受験生。

東京・京都・一橋・大阪・名古屋・北海道・東北・九州・一橋・筑波・千葉・横
浜国立・お茶の水女子・東京都立・東京学芸・名古屋市立・京都府立・大阪
市立・神戸・広島等の難関国公立大を志望する受験生。

ユニット数
練成 夏期 実戦 直前

2

5

5

1

1

1

2

2

2

1

1

1 評論文の読み方①

評論文の読み方①

現代文読解の基礎（１）

夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット

※

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2 練成ユニット3～10※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット

３EB アドバンスウイング
私大英語（基礎）

英 

語

丸山　大地
重要英文法（準動詞、関係詞、仮定法、比較他）
英文精読（名詞・形容詞・副詞のカタマリ、

動詞の語法、特殊構文他）
練成ユニット定着演習

発音・アクセント、選択完成
整序英作文、正誤

頻出パターン演習、英文読解
直前演習

直前演習３ES アドバンスウイング
私大英語 石橋　渉 重要英文法（準動詞、関係詞、仮定法、比較他）

英文精読（形容詞句・節、副詞句・節、精読演習） 練成ユニット定着演習
出題形式別演習
頻出パターン演習

長文読解、頻出テーマ読解

練成ユニット定着演習
入試英語速読入門

入試英語速読
難関私大長文読解

重要英文法演習、出題形式別演習

練成ユニット定着演習 英語記述問題対策
英作文特講

３EN アドバンスウイング
難関私大英語 石橋　渉 重要英文法（準動詞、関係詞、仮定法、比較他）

英文精読（形容詞句・節、副詞句・節、精読演習）

重要英文法（準動詞、関係詞、仮定法、比較他）
英文精読（形容詞句・節、副詞句・節、精読演習）３EK アドバンスウイング

国公立大英語 石橋　渉

G３EK 学研プライムゼミ
難関国公立大英語

竹岡　広信 入試英文法、読解に必要な英文法
長文総合問題演習、英作文問題演習 夏期演習 総合演習

対象

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用 練成 夏期 実戦 直前

成蹊・成城・武蔵・明治学院・獨協・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産
業・近畿・甲南・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大
学、東京都市・東京電機・工学院・愛知工業・大阪工業等の工業系大学、
私立大の薬学系、農学系、医療系の学部を志望する受験生。

明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院・東京理科・芝浦工業・津田塾、
同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難関私立大、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。

早稲田・慶應・上智を志望する受験生、明治・立教・青山学院・中央・法政・
学習院・津田塾、同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難関私立大
志望で英語を得点源科目としたい受験生。

岩手・秋田・山形・福島、電気通信・東京海洋・埼玉・茨城・宇都宮・群馬・信
州・新潟・山梨、静岡・岐阜・金沢・福井・三重、滋賀・和歌山・奈良女子、岡
山・山口・鳥取・島根、徳島・香川・愛媛・高知、長崎・佐賀・熊本・大分・宮
崎・鹿児島・琉球等の国公立大学を志望する受験生。

東京・京都・一橋・東京工業、国公立大医学部医学科、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・東京外国
語・東京都立・東京学芸・名古屋市立・名古屋工業・京都府立・大阪府立・
神戸・広島等の難関国公立大を志望する受験生。

自動詞と他動詞、
第４、第５文型 時制と態

8

10

10

10

10

1

3

3

3

3

4

4

4

4

4

1

2

2

2

2

動詞の語法、
句・節導入、

名詞句・名詞節①

時制と態、
名詞句・名詞節②、
副詞句・副詞節①

動詞の語法、
句・節導入、

名詞句・名詞節①

時制と態、
名詞句・名詞節②、
副詞句・副詞節①

動詞の語法、
句・節導入、

名詞句・名詞節①

時制と態、
名詞句・名詞節②、
副詞句・副詞節①

入試英単語 入試英熟語

直前演習

直前演習

直前演習

※

8月までにここまで受講するのが目標

8月までにここまで受講するのが目標

レベル ユニット数

高3 合格一貫カリキュラム春からはじめる
すでに合格一貫カリキュラムをスタートさせているみなさんは、
各自の受講スケジュールに対応したユニットを選択して受講してください。

アドバンスウイング
1ユニット：120分×4回授業回数・時間

学研プライムゼミ
1ユニット：90分×5回

各講座の“体験”ができる！
第０講座･･･QR

コード

5



※学研プライムゼミの練成ユニットは8までです。

※学研プライムゼミの練成ユニットは8までです。

※学研プライムゼミの練成ユニットは2までです。

春期スタート授業

春期スタート授業

すでに合格一貫カリキュラムをスタートさせているみなさんは、
各自の受講スケジュールに対応したユニットを選択して受講してください。

8月までにここまで受講するのが目標

8月までにここまで受講するのが目標

8月までにここまで受講するのが目標

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2

3P アドバンスウイング
入試物理

理 

科

田中　義一 力学③、波動、電磁気学、電子物理、熱力学 練成ユニット定着演習 物理基礎・物理
総合演習 直前演習

3C アドバンスウイング
入試化学 吉村　直樹 化学（理論、無機、有機） 練成ユニット定着演習

進化・系統

化学基礎・化学
総合演習 直前演習

練成ユニット定着演習 生物基礎・生物
総合演習 直前演習

総合演習

総合演習

総合演習

電磁気学④、原子・原子核

3B アドバンスウイング
入試生物 三浦　忠義

代謝②、遺伝子とその発言、生殖、遺伝、
恒常性、発生、動物の販社と行動、
植物の環境応答、進化と系統、生態系

力学③、熱力学、波動、電磁気学①～③G3P 学研プライムゼミ
難関大物理 高橋　法彦

G3C 学研プライムゼミ
難関大化学 鎌田　真彰

元学研
プライムゼミ
講師

G3B 学研プライムゼミ
難関大生物 山川　喜輝

力学①

化学基礎①

細胞

力学①

理論化学①

力学②

化学基礎②

代謝①

力学②

理論化学② 理論化学③、無機化学、有機化学 天然・合成高分子化合物

生殖・発生、動物の刺激の受容と行動、
体内環境の維持、免疫と植物の環境応答、
タンパク質の構造と代謝、生態と環境

遺伝子の働き②細胞
遺伝子の働き①

力学演習、波動演習、
電磁気学演習、熱力学演習

理論化学演習、無機化学演習、
有機化学演習

細胞・恒常性・遺伝子演習、
遺伝・発生演習、

代謝・生物の反応・生態系演習、
進化・分類系統演習

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

国公立大、上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・東京理科・芝浦工業、
同志社・関西・関西学院・立命館等の難関私立大、日本・東洋、京都産業・
近畿・龍谷、名城・中京、福岡等の有名私立大学の理工系学部を志望する
受験生。

東京・京都、国公立大医学部医学科、大阪・名古屋・北海道・東北・九州・
筑波・千葉・横浜国立・東京都立・神戸・広島等の難関国公立大、早稲田・
東京理科・明治等の難関私立大医学部を志望する受験生。

国公立大、明治・立教・青山学院・中央・法政・東京理科・芝浦工業、同志
社・関西・関西学院・立命館等の難関私立大、日本・東洋、京都産業・近畿・
龍谷、名城・中京、福岡等の有名私立大学の理工系学部、東京薬科・明治
薬科・星薬科等の有名私立大薬科大を志望する受験生。

国公立大、難関私立大、有名私立大農学系、医療系の学部を志望する受
験生。

東京・京都・東京工業、国公立大医学部医学科、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・東京農工・神戸・広島等の
難関国公立大、早稲田・慶應の理工系学部を志望する受験生。私大医学
部医学科を志望する受験生。上智・明治・東京理科・同志社等の難関私立
大志望で、物理を得点源科目としたい受験生。

東京・京都・東京工業、国公立大医学部医学科、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・東京農工・神戸・広島等の
難関国公立大、早稲田・慶應の理工系学部、私大医学部医学科、慶應・東
京理科の薬学部を志望する受験生。上智・明治・東京理科・同志社等の難
関私立大志望で、化学を得点源科目としたい受験生。

ユニット数
練成 夏期 実戦 直前

8

10

8

10

8

10

2

2

2

2

1

2

4

4

4

4

4

4

1

2

1

2

1

2

練成ユニット3～10※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット

※

※

※

（　　）

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1

3LCB アドバンスウイング
入試古文（基礎）古 

文

野村　静 用言 助動詞、助詞、副詞、敬語 練成ユニット定着演習

3LCS アドバンスウイング
入試古文 山岡　俊也 受験文語文法ー自立語 受験文語文法ー助動詞、助詞、

敬語、識別、和歌の修辞 練成ユニット定着演習

G3LCB 学研プライムゼミ
基礎強化古文ゼミ 荻野　文子 古文読解の基礎①

古文読解の基礎①

古文読解の基礎②

古文読解の基礎②

古典文法の基礎と演習

古典文法体系整理　
古文読解演習

古典常識と文学ジャンル
和歌の学習、入試演習

古文読解
（貴族の恋愛と仏教思想、

有名作品の概要と作家の思想）他

古文長文読解・頻出文法

ハイレベル古文読解・古文常識

直前演習

直前演習

直前演習

物語・和歌評論
現古融合問題G3LC 学研プライムゼミ

難関大古文ゼミ 荻野　文子

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近
畿・甲南・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大学を志
望する受験生。

難関国公立大、国公立大、上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・学習
院・津田塾、同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難関私立大を志望
する受験生。

成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近
畿・甲南・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大学を志
望する受験生。

難関国公立大、国公立大、上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・学習
院・津田塾、同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難関私立大を志望
する受験生。

練成ユニット2～5※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット
ユニット数

練成 夏期 実戦 直前

5

5

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1
※

※

春期スタート授業
講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2

地
歴
公
民

現代史 地域史・文化史・テーマ史 直前演習

国際政治、国際経済 政治経済実戦講義 直前演習

3W アドバンスウイング
入試世界史 鈴木　悠介

中国史②、イスラーム史、中世・近世ヨーロッパ、
市民革命の時代、19世紀欧米、
ヨーロッパのアジア進出、帝国主義

日本国憲法の基本原理②、統治機構、
経済の基本原理、日本経済の歴史と諸問題、

労働・社会保障制度
3S アドバンスウイング

入試政治経済 北峯　一郎

オリエント・
ギリシア・ローマ

民主政治の原理

古代インド・中国史①

日本国憲法の
基本原理①

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、同志社・関西・関西学院・立命
館・南山等の難関私立大、成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東
洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院
等の有名私立大学を志望する受験生。

明治・立教・青山学院・中央・法政、同志社・関西・立命館等の難関私立
大、成蹊・成城・武蔵・明治学院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・
龍谷、愛知・中京、福岡・西南学院等の有名私立大学を志望する受験生。

練成ユニット3～10※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット
ユニット数

練成 夏期 実戦 直前

8

10

10

10

8

10

2

2

2

2

1

2

4

4

4

4

4

4

1

2

2

2

1

2

3J アドバンスウイング
入試日本史 中務　康弘 古代③、中世、近世、近現代 現代史 戦後史・経済史・

文化史・資料問題 直前演習

3J2 アドバンスウイング
入試日本史（基礎） 佐藤　四郎 古代③、中世、近世、近現代 現代史 戦後史・経済史・

文化史・資料問題 直前演習

原始・古代①

原始・古代①

古代②

古代②

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、同志社・関西・関西学院・立命
館・南山等の難関私立大、成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東
洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院
等の有名私立大学を志望する受験生。

成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近
畿・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大学を志望する
受験生。

G3J 学研プライムゼミ
難関大日本史

野島　博之 近世❷（政治）、近代（政治）、
前近代（社会経済）、近代（社会経済）、現代（総合） 文化史原始・古代・中世❶

（政治）
中世❷・近世❶
（政治）

発展講義
(方法論、原始、古代、中世、

近世、近現代）
直前演習★ ★ ★ ★ ★

東京・京都・一橋・大阪・名古屋・北海道・東北・九州・筑波・千葉・横浜国
立・東京都立・神戸・広島等の難関国公立大、日本史の記述・論述対策が
必要な国公立大を志望する受験生。早稲田・慶應・上智・明治・青山学院・
立教・法政・中央・学習院・同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難
関私立大志望で、日本史を得点源科目としたい受験生。

※

G3W 学研プライムゼミ
難関大世界史

斎藤　整 <東洋史編＞
中国史①

＜東洋史編＞
中国史②

＜東洋史編＞　西・南アジアなど
＜西洋史編＞　古代～近代市民社会
＜近現代史＞　帝国主義～第2次世界大戦

世界史まぎらわワードチェック 発展講義　つながる世界史 直前演習★ ★ ★ ★ ★

東京・京都・一橋・大阪・名古屋・北海道・東北・九州・筑波・千葉・横浜国
立・東京都立・神戸・広島等の難関国公立大、世界史の記述・論述対策が
必要な国公立大を志望する受験生。早稲田・慶應・上智・明治・青山学院・
立教・法政・中央・学習院・同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難
関私立大志望で、世界史を得点源科目としたい受験生。

※

高3 合格一貫カリキュラム アドバンスウイング
1ユニット：120分×4回授業回数・時間

学研プライムゼミ
1ユニット：90分×5回

春からはじめる
各講座の“体験”ができる！

第０講座･･･QR
コード

6



※学研プライムゼミの練成ユニットは8までです。

※学研プライムゼミの練成ユニットは8までです。

※学研プライムゼミの練成ユニットは2までです。

春期スタート授業

春期スタート授業

すでに合格一貫カリキュラムをスタートさせているみなさんは、
各自の受講スケジュールに対応したユニットを選択して受講してください。

8月までにここまで受講するのが目標

8月までにここまで受講するのが目標

8月までにここまで受講するのが目標

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2

3P アドバンスウイング
入試物理

理 

科

田中　義一 力学③、波動、電磁気学、電子物理、熱力学 練成ユニット定着演習 物理基礎・物理
総合演習 直前演習

3C アドバンスウイング
入試化学 吉村　直樹 化学（理論、無機、有機） 練成ユニット定着演習

進化・系統

化学基礎・化学
総合演習 直前演習

練成ユニット定着演習 生物基礎・生物
総合演習 直前演習

総合演習

総合演習

総合演習

電磁気学④、原子・原子核

3B アドバンスウイング
入試生物 三浦　忠義

代謝②、遺伝子とその発言、生殖、遺伝、
恒常性、発生、動物の販社と行動、
植物の環境応答、進化と系統、生態系

力学③、熱力学、波動、電磁気学①～③G3P 学研プライムゼミ
難関大物理 高橋　法彦

G3C 学研プライムゼミ
難関大化学 鎌田　真彰

元学研
プライムゼミ
講師

G3B 学研プライムゼミ
難関大生物 山川　喜輝

力学①

化学基礎①

細胞

力学①

理論化学①

力学②

化学基礎②

代謝①

力学②

理論化学② 理論化学③、無機化学、有機化学 天然・合成高分子化合物

生殖・発生、動物の刺激の受容と行動、
体内環境の維持、免疫と植物の環境応答、
タンパク質の構造と代謝、生態と環境

遺伝子の働き②細胞
遺伝子の働き①

力学演習、波動演習、
電磁気学演習、熱力学演習

理論化学演習、無機化学演習、
有機化学演習

細胞・恒常性・遺伝子演習、
遺伝・発生演習、

代謝・生物の反応・生態系演習、
進化・分類系統演習

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

国公立大、上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・東京理科・芝浦工業、
同志社・関西・関西学院・立命館等の難関私立大、日本・東洋、京都産業・
近畿・龍谷、名城・中京、福岡等の有名私立大学の理工系学部を志望する
受験生。

東京・京都、国公立大医学部医学科、大阪・名古屋・北海道・東北・九州・
筑波・千葉・横浜国立・東京都立・神戸・広島等の難関国公立大、早稲田・
東京理科・明治等の難関私立大医学部を志望する受験生。

国公立大、明治・立教・青山学院・中央・法政・東京理科・芝浦工業、同志
社・関西・関西学院・立命館等の難関私立大、日本・東洋、京都産業・近畿・
龍谷、名城・中京、福岡等の有名私立大学の理工系学部、東京薬科・明治
薬科・星薬科等の有名私立大薬科大を志望する受験生。

国公立大、難関私立大、有名私立大農学系、医療系の学部を志望する受
験生。

東京・京都・東京工業、国公立大医学部医学科、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・東京農工・神戸・広島等の
難関国公立大、早稲田・慶應の理工系学部を志望する受験生。私大医学
部医学科を志望する受験生。上智・明治・東京理科・同志社等の難関私立
大志望で、物理を得点源科目としたい受験生。

東京・京都・東京工業、国公立大医学部医学科、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・東京農工・神戸・広島等の
難関国公立大、早稲田・慶應の理工系学部、私大医学部医学科、慶應・東
京理科の薬学部を志望する受験生。上智・明治・東京理科・同志社等の難
関私立大志望で、化学を得点源科目としたい受験生。

ユニット数
練成 夏期 実戦 直前

8

10

8

10

8

10

2

2

2

2

1

2

4

4

4

4

4

4

1

2

1

2

1

2

練成ユニット3～10※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット

※

※

※

（　　）

講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1

3LCB アドバンスウイング
入試古文（基礎）古 

文

野村　静 用言 助動詞、助詞、副詞、敬語 練成ユニット定着演習

3LCS アドバンスウイング
入試古文 山岡　俊也 受験文語文法ー自立語 受験文語文法ー助動詞、助詞、

敬語、識別、和歌の修辞 練成ユニット定着演習

G3LCB 学研プライムゼミ
基礎強化古文ゼミ 荻野　文子 古文読解の基礎①

古文読解の基礎①

古文読解の基礎②

古文読解の基礎②

古典文法の基礎と演習

古典文法体系整理　
古文読解演習

古典常識と文学ジャンル
和歌の学習、入試演習

古文読解
（貴族の恋愛と仏教思想、

有名作品の概要と作家の思想）他

古文長文読解・頻出文法

ハイレベル古文読解・古文常識

直前演習

直前演習

直前演習

物語・和歌評論
現古融合問題G3LC 学研プライムゼミ

難関大古文ゼミ 荻野　文子

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近
畿・甲南・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大学を志
望する受験生。

難関国公立大、国公立大、上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・学習
院・津田塾、同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難関私立大を志望
する受験生。

成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近
畿・甲南・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大学を志
望する受験生。

難関国公立大、国公立大、上智・明治・立教・青山学院・中央・法政・学習
院・津田塾、同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難関私立大を志望
する受験生。

練成ユニット2～5※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット
ユニット数

練成 夏期 実戦 直前

5

5

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1
※

※

春期スタート授業
講座
コード 講座名 講師科目 練成ユニット1 練成ユニット2

地
歴
公
民

現代史 地域史・文化史・テーマ史 直前演習

国際政治、国際経済 政治経済実戦講義 直前演習

3W アドバンスウイング
入試世界史 鈴木　悠介

中国史②、イスラーム史、中世・近世ヨーロッパ、
市民革命の時代、19世紀欧米、
ヨーロッパのアジア進出、帝国主義

日本国憲法の基本原理②、統治機構、
経済の基本原理、日本経済の歴史と諸問題、

労働・社会保障制度
3S アドバンスウイング

入試政治経済 北峯　一郎

オリエント・
ギリシア・ローマ

民主政治の原理

古代インド・中国史①

日本国憲法の
基本原理①

対象
レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

基礎 応用

明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、同志社・関西・関西学院・立命
館・南山等の難関私立大、成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東
洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院
等の有名私立大学を志望する受験生。

明治・立教・青山学院・中央・法政、同志社・関西・立命館等の難関私立
大、成蹊・成城・武蔵・明治学院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・
龍谷、愛知・中京、福岡・西南学院等の有名私立大学を志望する受験生。

練成ユニット3～10※ 夏期ユニット 実戦ユニット 直前ユニット
ユニット数

練成 夏期 実戦 直前

8

10

10

10

8

10

2

2

2

2

1

2

4

4

4

4

4

4

1

2

2

2

1

2

3J アドバンスウイング
入試日本史 中務　康弘 古代③、中世、近世、近現代 現代史 戦後史・経済史・

文化史・資料問題 直前演習

3J2 アドバンスウイング
入試日本史（基礎） 佐藤　四郎 古代③、中世、近世、近現代 現代史 戦後史・経済史・

文化史・資料問題 直前演習

原始・古代①

原始・古代①

古代②

古代②

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、同志社・関西・関西学院・立命
館・南山等の難関私立大、成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東
洋・駒澤・専修、京都産業・近畿・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院
等の有名私立大学を志望する受験生。

成蹊・成城・武蔵・明治学院・國學院、日本・東洋・駒澤・専修、京都産業・近
畿・龍谷、愛知・名城・中京、福岡・西南学院等の有名私立大学を志望する
受験生。

G3J 学研プライムゼミ
難関大日本史

野島　博之 近世❷（政治）、近代（政治）、
前近代（社会経済）、近代（社会経済）、現代（総合） 文化史原始・古代・中世❶

（政治）
中世❷・近世❶
（政治）

発展講義
(方法論、原始、古代、中世、

近世、近現代）
直前演習★ ★ ★ ★ ★

東京・京都・一橋・大阪・名古屋・北海道・東北・九州・筑波・千葉・横浜国
立・東京都立・神戸・広島等の難関国公立大、日本史の記述・論述対策が
必要な国公立大を志望する受験生。早稲田・慶應・上智・明治・青山学院・
立教・法政・中央・学習院・同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難
関私立大志望で、日本史を得点源科目としたい受験生。

※

G3W 学研プライムゼミ
難関大世界史

斎藤　整 <東洋史編＞
中国史①

＜東洋史編＞
中国史②

＜東洋史編＞　西・南アジアなど
＜西洋史編＞　古代～近代市民社会
＜近現代史＞　帝国主義～第2次世界大戦

世界史まぎらわワードチェック 発展講義　つながる世界史 直前演習★ ★ ★ ★ ★

東京・京都・一橋・大阪・名古屋・北海道・東北・九州・筑波・千葉・横浜国
立・東京都立・神戸・広島等の難関国公立大、世界史の記述・論述対策が
必要な国公立大を志望する受験生。早稲田・慶應・上智・明治・青山学院・
立教・法政・中央・学習院・同志社・関西・関西学院・立命館・南山等の難
関私立大志望で、世界史を得点源科目としたい受験生。

※

高3 合格一貫カリキュラム アドバンスウイング
1ユニット：120分×4回授業回数・時間

学研プライムゼミ
1ユニット：90分×5回

春からはじめる
各講座の“体験”ができる！

第０講座･･･QR
コード
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講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（3月・4月）

ユニット2
（春期）

ユニット3
（5月・6月）

ユニット4
（7月・8月）

ユニット5
（夏期）

ユニット6
（9月・10月）

ユニット7
（11月・12月）

2LG アドバンスウイング
高2国語（現代文）国 

語

児玉　克順 評論①

動詞、形容詞・形容動詞

現代文の背景知識と読解 評論② 小説・随筆① 高２共通テスト対策現代文 評論③ 小説・随筆②

2LC アドバンスウイング
高2国語（古文） 山岡　俊也 古典常識 助動詞① 助動詞② 高２共通テスト対策古文 助詞 敬語

基礎 応用

難関国公立大・難関私立大をめざし、古文読解力を高めたい高２生。

難関国公立大、難関私立大をめざし、現代文読解力を高めたい高２生。

講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（３月）

ユニット2
（4月）

ユニット3・4
（5月・6月）

ユニット5・6
（7月・8月）

ユニット7・8
（夏期・9月）

ユニット9・10
（10月・11月）

ユニット11・12
（12月・冬期）

ユニット13・14
（1月・2月）

1M アドバンスウイング
高1数学

数 

学 城能　博 数と式①

数と式

場合の数と確率①

場合の数・確率①

数と式②
場合の数と確率②

２次関数①
２次関数②

方程式・不等式・２次関数演習
図形と計量①

図形と計量②
図形の性質

整数の性質
データの分析

式と証明
高次方程式

確率②
２次関数①

図形と計量②
整数の性質①

三角関数①
三角関数②G1M 学研プライムゼミ

難関大数学　高1 五藤　勝己 ２次関数②
図形の性質・データの分析

数と式・２次関数
図形と計量①

整数の性質②
式と証明・複素数と方程式

基礎 応用

東京・名古屋・大阪・京都・北海道・東北・九州・筑波・一橋をはじめとする
難関国公立大（医学部医学科含む）や、早稲田・慶應義塾・上智・東京理
科・同志社をはじめとする難関私立大を志望する高１生。

国公立大、東京理科・明治・中央・立命館・関西・関西学院等の難関私立
大をめざす高１生。

講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（3月・4月）

ユニット2
（5月・6月）

ユニット3
（7月・8月）

ユニット4
（夏期）

ユニット5
（9月・10月）

ユニット6
（11月・12月）

ユニット7
（冬期）

ユニット8
（1月・2月）

1LG アドバンスウイング
高1国語（現代文）国 

語

児玉　克順 評論①

品詞・文節・動詞①

評論② 小説・随筆① 文章表現 評論③ 小説・随筆② 評論④

1LC アドバンスウイング
高1国語（古文） 志摩邑　悟 動詞②、形容詞、形容動詞 助動詞① 古典文法マスター

＜用言＞ 助動詞② 古典文法マスター
＜助動詞＞助詞

現代文の背景知識と
評論の読解

敬語

基礎 応用

難関国公立大、難関私立大をめざし、古典文法、古文読解の基礎力を身
につけたい高１生。

難関国公立大、難関私立大をめざし、現代文の基礎力を身につけた
い高１生。

講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（３月）

ユニット2
 （春期）

ユニット3・4
（4月・5月）

ユニット5・6
（6月・7月）

ユニット7・8
（8月・夏期）

ユニット9・10
（9月・10月）

ユニット11・12
（11月・12月）

2M アドバンスウイング
高2数学

数 

学 天野　貴宣 図形と方程式①

G2M 学研プライムゼミ
難関大数学　高2 五藤　勝己 数学ⅠＡ演習 数列①

数列②
微分法①
数学ⅡＢ演習

微分法②・積分法①
積分法②

ベクトル①
ベクトル②

基礎 応用

東京、京都、東京工業、一橋、大阪、名古屋、北海道、東北、九州をはじめ
とする難関国公立大、国公立大医学部医学科、早稲田、慶應義塾、上智、
同志社をはじめとする難関私立大を志望する高２生。

国公立大、東京理科・明治・中央・立命館・関西・関西学院等の難関私立
大・難関薬学系私立大をめざす高２生。 図形と方程式② 数列①

数列②
指数関数・対数関数
三角関数①

三角関数②
高２共通テスト対策数学ⅠＡ

ベクトル①
ベクトル②

微分法
積分法

図形と方程式① 図形と方程式②
指数・対数関数

1ユニット：90分×4回授業回数・時間

1ユニット：90分×4回授業回数・時間

講座
コード 講座名 講師科目 対象

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（３月）

ユニット2
 （春期）

ユニット3・4
（4月・5月）

ユニット5・6
（6月・7月）

ユニット7・8
（8月・夏期）

ユニット9・10
（9月・10月）

ユニット11・12
（11月・12月）

2E アドバンスウイング
高2英語

英 

語 石橋　渉 文型・時制・態 ライティング演習 不定詞・分詞・動名詞
助動詞、比較

関係詞・代名詞
仮定法・前置詞
形容詞・副詞

リスニング演習
高２共通テスト対策英語①

英文精読①
英文精読②

英文精読③
高２共通テスト対策英語②

G2E 学研プライムゼミ
難関大英語　高2

【読解】論理展開Ⅰ
【英作】基本ルール 高１の復習 【読解】論理展開Ⅱ・Ⅲ

【英作】時制・動詞の語法
【読解】読解応用編

【英作】気をつけたい文法事項
リスニング・自由英作

【読解】小説
【英作】wh-/how
長文読解・英作演習

【読解】長文実戦問題・要約
【英作】準動詞・比較

【読解】記述対策
【英作】必須表現
読解・英作発展演習

基礎 応用

東京、京都、東京工業、一橋、大阪、名古屋、北海道、東北、九州をはじめ
とする難関国公立大、国公立大医学部医学科、早稲田、慶應義塾、上智、
同志社をはじめとする難関私立大を志望する高２生。

国公立大、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、立命館・関西・関西
学院等の難関私立大をめざす高２生。

前田　稔和

S・リッチモンド

元学研プライムゼミ
講師（　　　　 ）

講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（３月）

ユニット2
（4月）

ユニット3・4
（5月・6月）

ユニット5・6
（7月・8月）

ユニット7・8
（夏期・9月）

ユニット9・10
（10月・11月）

ユニット11・12
（12月・冬期）

ユニット13・14
（1月・2月）

1E アドバンスウイング
高1英語

英 
語 丸山　大地 

竹岡　広信

文型・時制

【読解】動詞を中心に
文構造を考える①

【英作】主語の決定①

【読解】動詞を中心に
文構造を考える②

【英作】主語の決定②

【読解】接続詞の働きと
識別①②

【英作】目的の表現・理由の表現

【読解】名詞節を作る
what・関係代名詞
【英作】時制

（現在完了／過去・未来／現在）

【読解】thatの用法①②
【英作】動詞の語法SVOC・関係詞

【読解】不定詞・動名詞
【英作】時間・数字・仮定・

条件の基本

【読解】分詞構文・否定的
副詞が文頭にくるとき
【英作】比較の基本・
itを用いる表現

【読解】強調構文と呼ばれる分裂文・
The比較級,the比較級の特殊構文
【英作】Aは…だ・
自由英作文の書き方

受動態・不定詞 分詞・動名詞
関係詞

ライティング入門
重要構文①

重要構文②
テーマ別 読解・作文①

テーマ別 読解・作文②
リスニング入門

英文読解入門
英文読解演習

G1E
学研プライムゼミ
竹岡の
難関大英語　高1

比較・助動詞
仮定法・代名詞

基礎 応用

東京、名古屋、大阪、京都、北海道、東北、九州、筑波、一橋をはじめとする
難関国公立大、国公立大医学部医学科、早稲田、慶應義塾、上智、東京理
科、同志社をはじめとする難関私立大を志望する高１生。

国公立大、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、立命館・関西・関西
学院等の難関私立大をめざす高１生。

レベルレベル

※2022年3月より順次配信

高2 合格一貫カリキュラム

高1 合格一貫カリキュラム

各講座の“体験”ができる！
第０講座･･･QR

コード
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講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（3月・4月）

ユニット2
（春期）

ユニット3
（5月・6月）

ユニット4
（7月・8月）

ユニット5
（夏期）

ユニット6
（9月・10月）

ユニット7
（11月・12月）

2LG アドバンスウイング
高2国語（現代文）国 

語

児玉　克順 評論①

動詞、形容詞・形容動詞

現代文の背景知識と読解 評論② 小説・随筆① 高２共通テスト対策現代文 評論③ 小説・随筆②

2LC アドバンスウイング
高2国語（古文） 山岡　俊也 古典常識 助動詞① 助動詞② 高２共通テスト対策古文 助詞 敬語

基礎 応用

難関国公立大・難関私立大をめざし、古文読解力を高めたい高２生。

難関国公立大、難関私立大をめざし、現代文読解力を高めたい高２生。

講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（３月）

ユニット2
（4月）

ユニット3・4
（5月・6月）

ユニット5・6
（7月・8月）

ユニット7・8
（夏期・9月）

ユニット9・10
（10月・11月）

ユニット11・12
（12月・冬期）

ユニット13・14
（1月・2月）

1M アドバンスウイング
高1数学

数 

学 城能　博 数と式①

数と式

場合の数と確率①

場合の数・確率①

数と式②
場合の数と確率②

２次関数①
２次関数②

方程式・不等式・２次関数演習
図形と計量①

図形と計量②
図形の性質

整数の性質
データの分析

式と証明
高次方程式

確率②
２次関数①

図形と計量②
整数の性質①

三角関数①
三角関数②G1M 学研プライムゼミ

難関大数学　高1 五藤　勝己 ２次関数②
図形の性質・データの分析

数と式・２次関数
図形と計量①

整数の性質②
式と証明・複素数と方程式

基礎 応用

東京・名古屋・大阪・京都・北海道・東北・九州・筑波・一橋をはじめとする
難関国公立大（医学部医学科含む）や、早稲田・慶應義塾・上智・東京理
科・同志社をはじめとする難関私立大を志望する高１生。

国公立大、東京理科・明治・中央・立命館・関西・関西学院等の難関私立
大をめざす高１生。

講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（3月・4月）

ユニット2
（5月・6月）

ユニット3
（7月・8月）

ユニット4
（夏期）

ユニット5
（9月・10月）

ユニット6
（11月・12月）

ユニット7
（冬期）

ユニット8
（1月・2月）

1LG アドバンスウイング
高1国語（現代文）国 

語

児玉　克順 評論①

品詞・文節・動詞①

評論② 小説・随筆① 文章表現 評論③ 小説・随筆② 評論④

1LC アドバンスウイング
高1国語（古文） 志摩邑　悟 動詞②、形容詞、形容動詞 助動詞① 古典文法マスター

＜用言＞ 助動詞② 古典文法マスター
＜助動詞＞助詞

現代文の背景知識と
評論の読解

敬語

基礎 応用

難関国公立大、難関私立大をめざし、古典文法、古文読解の基礎力を身
につけたい高１生。

難関国公立大、難関私立大をめざし、現代文の基礎力を身につけた
い高１生。

講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（３月）

ユニット2
 （春期）

ユニット3・4
（4月・5月）

ユニット5・6
（6月・7月）

ユニット7・8
（8月・夏期）

ユニット9・10
（9月・10月）

ユニット11・12
（11月・12月）

2M アドバンスウイング
高2数学

数 

学 天野　貴宣 図形と方程式①

G2M 学研プライムゼミ
難関大数学　高2 五藤　勝己 数学ⅠＡ演習 数列①

数列②
微分法①
数学ⅡＢ演習

微分法②・積分法①
積分法②

ベクトル①
ベクトル②

基礎 応用

東京、京都、東京工業、一橋、大阪、名古屋、北海道、東北、九州をはじめ
とする難関国公立大、国公立大医学部医学科、早稲田、慶應義塾、上智、
同志社をはじめとする難関私立大を志望する高２生。

国公立大、東京理科・明治・中央・立命館・関西・関西学院等の難関私立
大・難関薬学系私立大をめざす高２生。 図形と方程式② 数列①

数列②
指数関数・対数関数
三角関数①

三角関数②
高２共通テスト対策数学ⅠＡ

ベクトル①
ベクトル②

微分法
積分法

図形と方程式① 図形と方程式②
指数・対数関数

1ユニット：90分×4回授業回数・時間

1ユニット：90分×4回授業回数・時間

講座
コード 講座名 講師科目 対象

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（３月）

ユニット2
 （春期）

ユニット3・4
（4月・5月）

ユニット5・6
（6月・7月）

ユニット7・8
（8月・夏期）

ユニット9・10
（9月・10月）

ユニット11・12
（11月・12月）

2E アドバンスウイング
高2英語

英 

語 石橋　渉 文型・時制・態 ライティング演習 不定詞・分詞・動名詞
助動詞、比較

関係詞・代名詞
仮定法・前置詞
形容詞・副詞

リスニング演習
高２共通テスト対策英語①

英文精読①
英文精読②

英文精読③
高２共通テスト対策英語②

G2E 学研プライムゼミ
難関大英語　高2

【読解】論理展開Ⅰ
【英作】基本ルール 高１の復習 【読解】論理展開Ⅱ・Ⅲ

【英作】時制・動詞の語法
【読解】読解応用編

【英作】気をつけたい文法事項
リスニング・自由英作

【読解】小説
【英作】wh-/how
長文読解・英作演習

【読解】長文実戦問題・要約
【英作】準動詞・比較

【読解】記述対策
【英作】必須表現
読解・英作発展演習

基礎 応用

東京、京都、東京工業、一橋、大阪、名古屋、北海道、東北、九州をはじめ
とする難関国公立大、国公立大医学部医学科、早稲田、慶應義塾、上智、
同志社をはじめとする難関私立大を志望する高２生。

国公立大、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、立命館・関西・関西
学院等の難関私立大をめざす高２生。

前田　稔和

S・リッチモンド

元学研プライムゼミ
講師（　　　　 ）

講座
コード 講座名 講師科目 対象

レベル

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

ユニット1
（３月）

ユニット2
（4月）

ユニット3・4
（5月・6月）

ユニット5・6
（7月・8月）

ユニット7・8
（夏期・9月）

ユニット9・10
（10月・11月）

ユニット11・12
（12月・冬期）

ユニット13・14
（1月・2月）

1E アドバンスウイング
高1英語

英 

語 丸山　大地 

竹岡　広信

文型・時制

【読解】動詞を中心に
文構造を考える①

【英作】主語の決定①

【読解】動詞を中心に
文構造を考える②

【英作】主語の決定②

【読解】接続詞の働きと
識別①②

【英作】目的の表現・理由の表現

【読解】名詞節を作る
what・関係代名詞
【英作】時制

（現在完了／過去・未来／現在）

【読解】thatの用法①②
【英作】動詞の語法SVOC・関係詞

【読解】不定詞・動名詞
【英作】時間・数字・仮定・

条件の基本

【読解】分詞構文・否定的
副詞が文頭にくるとき
【英作】比較の基本・
itを用いる表現

【読解】強調構文と呼ばれる分裂文・
The比較級,the比較級の特殊構文
【英作】Aは…だ・
自由英作文の書き方

受動態・不定詞 分詞・動名詞
関係詞

ライティング入門
重要構文①

重要構文②
テーマ別 読解・作文①

テーマ別 読解・作文②
リスニング入門

英文読解入門
英文読解演習

G1E
学研プライムゼミ
竹岡の
難関大英語　高1

比較・助動詞
仮定法・代名詞

基礎 応用

東京、名古屋、大阪、京都、北海道、東北、九州、筑波、一橋をはじめとする
難関国公立大、国公立大医学部医学科、早稲田、慶應義塾、上智、東京理
科、同志社をはじめとする難関私立大を志望する高１生。

国公立大、明治・立教・青山学院・中央・法政・学習院、立命館・関西・関西
学院等の難関私立大をめざす高１生。

レベルレベル

※2022年3月より順次配信

高2 合格一貫カリキュラム

高1 合格一貫カリキュラム

各講座の“体験”ができる！
第０講座･･･QR

コード
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大学入試へ向けてまずはここから！

大学入学共通テスト対策講座
共通テストに特化した
対策は夏から！

 3EQ 共通テスト 英語[リーディング] 1ユニット 1ユニット
 3ELQ 共通テスト 英語[リスニング] 1ユニット 1ユニット
 3M1Q 共通テスト 数学Ⅰ･A 2ユニット 2ユニット
 3M2Q 共通テスト 数学Ⅱ･B 2ユニット 2ユニット
 3LGQ 共通テスト 現代文 1ユニット 1ユニット
 3LCQ 共通テスト 古文 1ユニット 1ユニット
 3LKQ 共通テスト 漢文 1ユニット 1ユニット
 3PQ 共通テスト 物理 1ユニット 1ユニット
 3CKQ 共通テスト 化学基礎 ― 1ユニット
 3CQ 共通テスト 化学 1ユニット 1ユニット
 3BKQ 共通テスト 生物基礎 ― 1ユニット
 3BQ 共通テスト 生物 1ユニット 1ユニット
 3UKQ 共通テスト 地学基礎 ― 1ユニット
 3JQ 共通テスト 日本史B 1ユニット 1ユニット
 3WQ 共通テスト 世界史B 1ユニット 1ユニット
 3GQ 共通テスト 地理B 1ユニット 1ユニット
 3SQ 共通テスト 政治経済 1ユニット 1ユニット
 3RQ 共通テスト 倫理 1ユニット 1ユニット
 3YQ 共通テスト 現代社会 1ユニット 1ユニット

教科  講座名 
年間授業ユニット数講座

コード 練成 　　　　実戦

英語

数学

国語

理科

地歴
公民

 G3EQ 学研 共通テスト 英語 4ユニット 2ユニット
 G3M1Q 学研 共通テスト 数学Ⅰ･A 2ユニット 2ユニット
 G3M2Q 学研 共通テスト 数学Ⅱ･B 2ユニット 2ユニット
 G3LGQ 学研 共通テスト 現代文 2ユニット 2ユニット
 G3LCQ 学研 共通テスト 古文 ― 1ユニット
 G3LKQ 学研 共通テスト 漢文 1ユニット 1ユニット
 G3PKQ 学研 共通テスト 物理基礎 ― 1ユニット
 G3PQ 学研 共通テスト 物理 4ユニット 2ユニット
 G3CKQ 学研 共通テスト 化学基礎 ― 1ユニット
 G3CQ 学研 共通テスト 化学 4ユニット 2ユニット
 G3BKQ 学研 共通テスト 生物基礎 ― 1ユニット
 G3BQ 学研 共通テスト 生物 ― 2ユニット
 G3JQ 学研 共通テスト 日本史 ― 2ユニット
 G3WQ 学研 共通テスト 世界史 ― 2ユニット
 G3GQ 学研 共通テスト 地理 ― 2ユニット

教科  講座名 
年間授業ユニット数講座

コード 練成 　　　　実戦
英語

数学

国語

理科

地歴

授業時間(1回)120分  1ユニット授業回数4回

アドバンスウイング　大学入学共通テスト対策講座 学研プライムゼミ　大学入学共通テスト対策講座
授業時間(1回)90分  1ユニット授業回数5回

（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

講座コード

講座コード

講座コード

講座コード

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！

大学入学共通テストでは、4技能のうち特に「読むこ
と」「聞くこと」の中で英語の知識が活用できるかを
評価します。大量の英文が出題されるリーディング
問題や、リーディングと均等配点となり重要度が増
したリスニング問題に対応するため、毎講リーディ
ングとリスニングの両分野を扱い、演習を行う中で
解答のコツを身につけます。

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

大学入学共通テストでは、「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」という出題が予想されます。
本講座では、試行調査の出題内容などを踏まえて、
オリジナル問題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

大学入学共通テストでは、「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」という出題が予想されます。
本講座では、試行調査の出題内容などを踏まえて、
オリジナル問題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

共通テストでは、「センター試験における問題評価・
改善の蓄積を生かしつつ、共通テストで問いたい力
を明確にした問題作成」が行われています。
本講座では、共通テスト対策の基礎となる、本文を
「読む力」と設問を「解く力」をセンター試験の過去問
を使用して養成していきます。

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

※各講座の内容は変更となることがあります。

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
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大学入試へ向けてまずはここから！

大学入学共通テスト対策講座
共通テストに特化した
対策は夏から！

 3EQ 共通テスト 英語[リーディング] 1ユニット 1ユニット
 3ELQ 共通テスト 英語[リスニング] 1ユニット 1ユニット
 3M1Q 共通テスト 数学Ⅰ･A 2ユニット 2ユニット
 3M2Q 共通テスト 数学Ⅱ･B 2ユニット 2ユニット
 3LGQ 共通テスト 現代文 1ユニット 1ユニット
 3LCQ 共通テスト 古文 1ユニット 1ユニット
 3LKQ 共通テスト 漢文 1ユニット 1ユニット
 3PQ 共通テスト 物理 1ユニット 1ユニット
 3CKQ 共通テスト 化学基礎 ― 1ユニット
 3CQ 共通テスト 化学 1ユニット 1ユニット
 3BKQ 共通テスト 生物基礎 ― 1ユニット
 3BQ 共通テスト 生物 1ユニット 1ユニット
 3UKQ 共通テスト 地学基礎 ― 1ユニット
 3JQ 共通テスト 日本史B 1ユニット 1ユニット
 3WQ 共通テスト 世界史B 1ユニット 1ユニット
 3GQ 共通テスト 地理B 1ユニット 1ユニット
 3SQ 共通テスト 政治経済 1ユニット 1ユニット
 3RQ 共通テスト 倫理 1ユニット 1ユニット
 3YQ 共通テスト 現代社会 1ユニット 1ユニット

教科  講座名 
年間授業ユニット数講座

コード 練成 　　　　実戦

英語

数学

国語

理科

地歴
公民

 G3EQ 学研 共通テスト 英語 4ユニット 2ユニット
 G3M1Q 学研 共通テスト 数学Ⅰ･A 2ユニット 2ユニット
 G3M2Q 学研 共通テスト 数学Ⅱ･B 2ユニット 2ユニット
 G3LGQ 学研 共通テスト 現代文 2ユニット 2ユニット
 G3LCQ 学研 共通テスト 古文 ― 1ユニット
 G3LKQ 学研 共通テスト 漢文 1ユニット 1ユニット
 G3PKQ 学研 共通テスト 物理基礎 ― 1ユニット
 G3PQ 学研 共通テスト 物理 4ユニット 2ユニット
 G3CKQ 学研 共通テスト 化学基礎 ― 1ユニット
 G3CQ 学研 共通テスト 化学 4ユニット 2ユニット
 G3BKQ 学研 共通テスト 生物基礎 ― 1ユニット
 G3BQ 学研 共通テスト 生物 ― 2ユニット
 G3JQ 学研 共通テスト 日本史 ― 2ユニット
 G3WQ 学研 共通テスト 世界史 ― 2ユニット
 G3GQ 学研 共通テスト 地理 ― 2ユニット
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大学入学共通テストでは、「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」という出題が予想されます。
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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

※各講座の内容は変更となることがあります。
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英文法を「使って」学ぶ！

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。現私立大学専任准教
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、五感で感じる京都や
マンガを扱った授業といった、文化に基づいて英語でコ
ミュニケーションを取る能力を指導。

英検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！

英語４技能につなぐ高校英文法

英検®対策を本格的に始める前に！

英語を学習する上での土台となる「高校英文法」を、基礎からしっかりおさらいする講座です。
単純に文法事項を解説するのではなく、「読む」・「聞く」・「書く」・「話す」の全ての場面で文法を
「使える」ようになることを目標に授業を展開します。イラスト満載のテキストや、45分を2パート
に分けた短尺の授業構成で、文法が苦手な人も無理なく取り組める講座です。

講座コード

GEFG1

GEFG2

GEFG3

GEFG4

ユニット１ 時制・文型・受動態

45分×10回

45分×10回

45分×10回

45分×10回

助動詞・比較・接続詞

関係詞・仮定法・前置詞

不定詞・動名詞・分詞・形容詞・副詞・名詞・冠詞・代名詞ユニット2

ユニット3

ユニット4

ユニット 学習テーマ 授業時間・回数

●「使える」ことを意識した明快な文法解説
●イラスト描写やディクテーションを取り入れ、
  4技能を意識した授業展開

ここがポイント！

高校英文法を基礎から復習したい！
英文法を使えるようになりたい！
英検®準２級以上を取得したい！

ライティング スピーキング

リスニング リーディング

英文法

全学年
対象

丸山 大地先生体験版はコチラ 体験版は

コチラ

体験版は

コチラ
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英検®を突破するために 英検®二次試験対策はELST®で！

※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。

「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！

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！

２級対策　英検®ゼミ

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⑵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】

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

準１級対策　英検®ゼミ
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
ご　い

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

講座コード EKP20

2022年3月21日配信予定

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

２級対策　英検®パスコース

準２級対策　英検®パスコース

英検®パスコース

出題形式1　筆記1 単語・熟語・文法
出題形式2　筆記2A・B 語句空所補充
出題形式3　筆記3A 内容一致選択（Eメール）
出題形式4　筆記3B・C 内容一致選択（レポート）
出題形式5　筆記4 英作文

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）
模擬テスト
二次試験対策①②

30分×30回 ベーシックマスター｢スピーキング英検®２級対策｣（20分×５回）
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基礎学力レベルアップ
４日でわかるスプリング

新高2生・新高3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。
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」
「分かった」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

つまづ

スプリング

新高
２・新高３

1テーマ20分 1テーマ10分

2022 高
校
生
ウ
イ
ン
グ
ネ
ット
 春
期
講
習
 学
習
・
講
座
ガ
イ
ド

現役で
東大・京大・医学部
合格を目指す。

２０２２年３月配信開始 詳細は「スーパーウイングガイド」をご覧ください。

	 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。

基礎 応用
講 師 加藤　昌幸 授業時間・回数 20分×16回 予 習 不要★ ★ ★ ★ ★

	 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。

基礎 応用
講 師 加藤　昌幸 授業時間・回数 20分×16回 予 習 不要★ ★ ★ ★ ★

	 講座コード　H4M3 対 象 「微分」「積分」「数列」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。

基礎 応用
講 師 大塚　志喜 授業時間・回数 20分×16回 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生が最も躓きやすい分野です。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、この春に苦手意識を払

ふっ

拭
しょく

しましょう。

基礎 応用
講 師 大塚　志喜 授業時間・回数 20分×16回 予 習 不要★ ★ ★ ★ ★

新高３　４日でわかるスプリング

新高２　４日でわかるスプリング


