’18夏期シリーズ講座
高3生･高卒生対象

上智大学シリーズ*
561 上智大の英語を斬るゼミ
521 525 526 401 422
425 441 582

早稲田大学シリーズ*
564 早稲田大の英語を斬るゼミ
501 525 526 422 441
581 582

早稲田大学国際教養学部シリーズ*

［Listening［
］Test Writing］
●５６９＝TOEFL Test対策

慶應大学A(法・経・商）シリーズ*

慶應大学SFCシリーズ*
563 SFCの英語を斬るゼミ
521 522 525 526 527
422 583

慶應大学Bシリーズ（文）
522 524 527 422 463
583

青山学院大学シリーズ*
402 421 423 425 441
463 322 481 484

東京外大シリーズ*
567 東京外大の英語を斬るゼミ
503 524 526 527 541
422 425 589 or 591

401 403 422 462 321

高2英・国強化シリーズ

568 国際教養大の英語を斬るゼミ
527 422 425 482 569

高2基礎強化シリーズ
301 242 382 383

東大・一橋大シリーズ
502 523 527 422

トップ国公立大学2次英語シリーズ*

中学生･高1生対象

高1難関校受験準備シリーズ

503 524 527 422 425

301 302 321 322 323

津田塾・東京女子大シリーズ*

高1英語強化シリーズ

503 463 425 442 322
481 482 484

301 322 201 221 242

私大文系英語読解力強化シリーズ*
401 421 423 424 425
322

AO・推薦入試直前シリーズ*

慶應ニューヨーク学院シリーズ
261 262 263
●夏の特別プログラム

571〜 577 AO･推薦直前ゼミ
487 465 569 585 or 586

早稲田大学政治経済学部
グローバル入試
サマープログラム

志望大学・学部により対策が異なります。
詳細は各校カウンセラーにご相談ください。

571・早稲田政経グローバル入試直前ゼミ

●全学年共通

461 立教大の英語を斬るゼミ
402 403 423 424 441
322 481 484

〈全9〜12講座〉
◆英語単科より5〜6講座選択
◆現代文より1〜2講座選択
◆古文より1〜2講座選択

＊印のシリーズ講座は６講座からの選択です。
＊申込方法は４０ページをご覧ください

高2早慶上智英語強化シリーズ

302 322 323 382 383

文系3教科完全シリーズ

403 423 441 463 322
481 484

401 421 422 463 382
383 384 385

国際教養大シリーズ

立教・学習院シリーズ*

明治・中央大学シリーズ*

高2早慶上智受験準備シリーズ

◆日本史･世界史いずれか選択

各講座の名称と内容詳細は
次ページ以降にあります

●日本語論文審査対策＝９０分・
１
０回
●社会科学系基礎講座＝９０分・
５回
●出願書類添削＋面接対策

＊ 各講座の開講スケジュールは校舎により異なります。 同封のリーフレットをご覧いただくかお問い合わせください ＊

◆文法･作文集中講座/読解･語彙集中講座

501

英文法演習ゼミLev.5
•Comprehensive Grammar Lev.5

すでに文法の基礎的な考え方が身についた学生を対象として、
さらに高度な問題演習を行う英文法応用ゼミ。難関大学入試では
文法が大きな得点源となると同時に、ミスを犯すと逆に大きな落
し穴になります。この講座での学習を通じて、多様な問題に対処
できる十分な力を獲得しよう。

502

難関大の記述英作文ゼミ
•Advanced English Composition

難関国立大では、語彙力･文法力はもちろんのこと、近年では
発信型のコミュニケーション能力、すなわちパラグラフ･ライテ
ィングの力や、実際の場面に応じて必要な情報を的確に表現する
力も求められています。そこでこの講座では、和文英訳のみなら
ずテーマ英作文をはじめとする新傾向の入試問題も扱っていきま
す。［添削つき科目］

503

記述英作文演習ゼミ
•An Approach to English Composition

英語らしい発想法を身につけ英文が楽に書けるための講座。和
文英訳でもテーマや絵図に基づいて意見を述べる英作文でも、基
本は日本語での表現を適切な英語の発想に乗せることで、そのた
めの基礎をわかり易く体系的かつ段階的に学びます。国公立大･
私大志望を問わず、しっかりと土台から固めて、難しいことまで
表現できるようになりたい人に最適です。［添削つき科目］

401

重要語法完成ゼミ
•Proper Usage of Words & Phrases

語彙力の増強とは、単語･熟語の意味の正確な理解を前提とし
て、個々の語（句）の用法に関する十分な知識を備えて、はじめ
て入試に対応できる力といえます。この講座では、体系的な徹底
学習を通じて入試必修の語法を習得することを目指します。

403

501〜301/521〜522
英文法演習ゼミLev.4-3
•Comprehensive Grammar Lev.4-3
［302＝Lev.3］

英文法理解の土台となる重要事項（動名詞･不定詞･分詞･比較･
名詞句･無生物主語･態･仮定法）について、空所補充、書き換
え、整序、正誤問題などの演習を通じて、英文法の知識、センス
および運用力を身につけ、合わせて英語の表現力を高めることを
目指します。

404

Grammar & Writing Lev.4--1
［303＝Lev.3］
［201＝Lev.2］
［101＝Lev.1］

講座の特徴は「能動的に使える英文法」の習得です。単に選択
肢の問題を解くための、いわば知識のための英文法項目の学習に
止まらず、実践的なアウトプットに必要な文法･語法力を習得し
て「正しく書ける力」を養うことを最大の目標にしています。中
学英語の基本から大学入試準備まで、一人ひとりの習得段階に合
わせたレベルで英文法全体を学んでいきます。

301

重要構文英作文ゼミ
•Basic Sentence Structures for Composition

きちんとした英文が書けるようになる第一歩は、基本的な構文
をしっかり暗唱して、それを応用して英文を作ることです。この
講座では、基本構文の意味･用法と、その構文を用いた空所補
充、書き換え、整序、全文英訳問題の演習を通じて、構造を踏ま
えた英作力の養成を図ります。構文･作文の基本から始めたい受
験生、意欲のある高1生にも最適な講座です。

521

ボキャビル特訓Lev.5
•Vocabulary Building Lev.5

上智･慶應などで出題される単語問題は多岐にわたります。同
意語･反意語･特殊イディオム･類義語･語法･長文空所補充問題な
どの解法を通じて多角的アプローチを行い、一つ一つの単語を正
確に運用、応用できる難語対応力を養成します。難関私大を受験
する人のための難度レベルの高い上級単語ゼミ。

〈選択〉
２週間〜・他
TOEFL Test対策３H・

早稲田大学国際教養学部

AO入試サマープログラム
572・早稲田国際教養AO入試直前ゼミ
●筆記試験対策
●英文エッセイ添削・
３回
３H
●TOEFL Test対策シリーズ・
・
２週間/４週間/６週間

402

構文活用作文ゼミ
•Sentence Structures for Composition

整序問題など重要構文を中心に出題される私大入試問題に完全
に対応する英作文演習ゼミ。整序英作文、空所補充問題、英訳問
題（下線部または全文）などをカバーし、重要構文、慣用表現、
英語と日本語の表現法の違いなどに主眼をおいて授業を展開して
いきます。

522

アーティクルリーディング
•Article Reading

英米の新聞･雑誌の記事、社説、時事エッセイなどを教材
に、現代の多様なトピックスについて生の英語で情報をつかみ、
社会の諸現象を分析する「目」を養うための英語講座の決定版。
入試で頻出の「時事英語」に慣れる目的はもちろん、入試を超え
て幅広い視野を養いたいと思う好奇心あふれる生徒のために最適
な講座です。

11

単科講座説明

シリーズ講座

562 慶應大の英語を斬るゼミ
501 521 525 526 527
422 441 583

566 ICUを斬るゼミ
501 525 526 527 422
463

夏の学習目標に合わせて1講座から受講できます。申込方法･受講料は巻末ページをご覧ください。

高2生対象

夏期講習会

夏期講習会
10

565 早稲田国際教養の英語を斬るゼミ
525 526 527 422 581
582 569×2

ICUシリーズ*

夏期講習会 単科講座

◆読解･語彙集中講座

523

難関大の英文論述記述ゼミ
•Advanced Reading & Interpretation

東大、一橋大など、最難関の国立大で出題される長文論述記述
問題への対策を確実に行うための講座です。単に辞書にある単語
の意味を書き写しているだけでは、得点力のある答案を作ること
はできません。文脈に即した効果的な訳文をいかにして仕上げる
か、また採点者を納得させるような要約文をいかにまとめ上げる
かを徹底的に講義します。［添削つき科目］

524

長文論述記述演習ゼミ
•An Approach to Reading & Interpretation

国公立2次や慶應大（文）、青山学院大（文）、津田塾大などで出
題される長文論述･記述問題にターゲットを絞った重点演習ゼ
ミ。単なる英文和訳ではなく、語数指定のある要約問題、説明や
解説を求める記述問題などに対する応用力を養うと同時に、日本
語での的確な表現力の練成を行います。
［添削つき科目］

長文内容真偽演習ゼミAd
•Strategy for Reading Comprehention Tests

国公立、私立を問わず必出で高配点の問題形式。この問題を解
くにはパラグラフリーディングができなければなりません。単文
は読めても全体的な流れがつかめない人、どこにポイントを置い
て読めばよいのかわからない人にはこの講座をお勧めします。こ
の夏に読解のコツをマスターし秋へのステップとなるゼミ。

長文空所補充演習ゼミAd
•Strategy for Cloze Tests

東大･一橋および早慶上智やICUなど英語重視難関大で、必ず
出題されるのが長文空所補充問題です。これらは読解力プラス語
彙力･文法力が要求され、真の総合力がついていないと解けない
問題が多くなっています。この講座では、問題演習を通して総合
的な空所補充演習問題対応力･読解力養成を目指します。

527

徹底精読ゼミ
•Reading Beyond Words

早慶上智および難関国公立大レベルの長文は、量が多いだけで
なく、密度が濃いので正確な読解力が要求されます。この講座で
は、早稲田･慶應･上智などの一流大学合格必須のハイレベルな長
文を、正確に読破できる実力養成を狙います。読解系で最高難度
のチャレンジゼミ。

421

ボキャビル特訓Lev.4--3
•Vocabulary Building Lev.4--3

英語重視難関大受験者に必須の語彙力アップゼミ。センテンス
コンプリーション、派生語の演習、誤文訂正問題などを通じて語
彙の正確な運用法を学びます。
［321＝Lev.3］どんどん語彙を増やしたい高1生、高2生、さ
らに受験の基礎単語･熟語をがっちりおさえたい受験生にも最適
の講座です。

精読のための英文構造把握講座Ad/Re
•Syntactic Analysis for Reading Ad/Re

英文読解の基礎的要素としての文構造把握に焦点を当て、細部
の精読がきちんとできるための素地を作ります。文型要素や修飾
関係をしっかり捉えて明快な解釈ができるようになり、語句説明
･空所補充･和訳･言い換え選択など、細かいところに関する設問
対策の基礎にもなります。英文読解の土台に不安を感じている人
は2レベルを連続受講を勧めます。［322＝Re］

423

長文内容真偽演習ゼミRe
•An Approach to Reading Comprehention Tests

｢本文の内容はだいたいわかるけど問題が解けない」という
人、実は「読解」ができていません。内容真偽の正解の選択肢
は、パラグラフ構成をふまえて内容を要約したり言い換えられた
選択肢なのです。ただ日本語訳するだけの機械的な読み方では対
処できません。この講座で一段レベルの高い読解法＝テクニック
ではない論理的な正解に至る筋道を習得しましょう。

424

長文空所補充演習ゼミRe
•An Approach to Cloze Tests

空所補充が解けないのは、本文が虫食い状態でスムーズな読み
の流れが妨げられることだけが原因なのではありません。選択肢
のタイプによって、解き方を変えなければならないことをわかっ
ていないことが最大の要因です。この講座では、選択肢のタイプ
別の正解法を実践的に伝授していきます。

425

速読演習ゼミ
•Speed Reading

上智･慶應･早稲田など英文の問題量が多い難関大志望者向けの
実戦演習講座です。Phrase Readingのやり方、Main Ideaや
Supporting Detailsのとらえ方など、速読の技術を利用して「い
かに速く｣「いかに正確に」読むかを実戦的に身につけるゼミ。
授業では音声教材を併用し、目と耳の両方から英語を英語のまま
理解する訓練を行います。

426

英語読解演習ゼミLev.4--3
•Comprehensive Reading Lev.4--3
［323＝Lev.3］

早慶上智･国公立など難関大学合格のために、必要とされる本
格的な読解力の土台を築く講座。精選されたさまざまなトピック
の英文により、正確な読解力と語彙力を身につけることができま
す。また、いろいろな出題形式に対応する基礎をつくります。英
語力をさらにアップさせるための必須ゼミ。

428

Reading & Vocabulary Lev.4--1
［324＝Lev.3］
［221＝Lev.2］
［121＝Lev.1］

多様で興味深い英文を素材としつつ、将来のいかなる目的にも
通用する「英文読解力の揺るぎない土台」を築くことを目的とし
ます。原則として、奇数レッスンでは比較的難度の高いアカデミ
ックな論文を素材に抽象的な思考の訓練を行い、偶数レッスンで
は物語や歌詞などの親しみやすい文書を素材に「楽しみながらた
くさんの英文に触れる」経験を提供していきます。

541

難関大リスニング特訓
•Strategy for Listening Comprehention Tests

東京大、東京外大、ICU, 早稲田（国際教養）などで出題され
るリスニング問題は、以前よりも長文や会話（インタビューも含
む）が長くなり内容も難しくなっています。講座では、標準的な
リスニング力をすでに持っている受講生が、記述解答を含むさま
ざまな形式の問題を演習することによって、高度な内容の会話や
長文を理解できる力を養成していきます。

542

英語チェックゼミLev.5-2
•A Checkup on your English Lev.5--2
［343＝Lev.3］
［242＝Lev.2］
［442＝Lev.4］

中学〜高校初級までの知識を総チェックする講座です。標準的
な重要項目をこの夏にしっかりと復習します。初日テスト＋4日
間の講義とテスト結果に基づき担当講師の個別カウンセリングが
実施されます。現在の英語力を知り夏から秋学期に向け学習指針
が示されますので、これから学習していく上で必須の講座です。

441

会話問題演習ゼミ
•An Approach to Conversational Expressions

会話文形式や口語表現の問題は対策が遅れがちな分野ですが、
ここ数年の入試に占める割合が増えている重要分野です。センタ
ー試験から上智･慶應･早稲田などの難関私大まで、ほとんどの大
学で会話形式が出題されています。この講座では基礎的な問題か
ら、会話の流れや状況を把握して解答を導く高レベルの問題まで
幅広くチャレンジします。

443

リスニング特訓Elementary
•Elementary to Listening Comprehention Tests

入試での重要性が急速に高まるリスニング。講座では東京外大
をはじめとする国公立2次と、ICUや青山学院大その他の私大対
策にもなるDictatinを含めた実戦問題演習を行います。問題の難
度は「標準」に設定してありますので、541･難関大リスニング
特訓を受講する前のステップアップ講座となります。

341

リスニング入門
•An Approach to Listening Comprehention Tests

あらゆる種類のテストにおいて、またグローバル化が進む実社
会でも今後ますます必要性が高まっていく「英語を聞き取る
力」。難関大入試の準備だけでなく、TOEFL/TOEIC Test、英検
対策のためにもリスニング力を高めたいと願っている上位レベル
の高1生から、センター試験レベルのリスニング対策を希望する
受験生までを対象とした講座 ＊春期講習［442］と同内容。

342

Listening & Speaking Lev.3&4/1&2
［241＝Lev.1&2］

発音記号やアクセントなど正しい音声の習得から始めて、日常
的な会話からアカデミックな英語まで、幅広い実践的なコミュニ
ケーション能力を養います。バイリンガル講師やスピーキング指
導のトレーニングを積んだ講師陣が、ゲーム的な要素を含むもの
やペアワークなど、さまざまなアクティビティを楽しみながら、
伝わる喜びが実感できるように工夫された授業を展開します。

243

428〜563

わかる総合英語Re/Ba

上位レベルの中学生のための総合英語講座です。文法は文
法、読解は読解というようにバラバラに考えるのではなく、読解
に必要な文法事項を厳選し、その文法知識を土台にして英文を正
確に読む訓練をしていきます。英語を理解する楽しさを実感しな
がら、急に難しくなる高校での英語を得意科目にしていきましょ
う。標準レベルの高1生にも最適です。［141＝Ba］

244

楽しむアクティブ英語

英語を「使い･楽しむ」ことを目的とした講座です。中学生が
取り組みやすいテーマの英文を読んで、自分の意見を英語で発表
したり、クラスの仲間とディスカッションできることを目指しま
す。言いたいことを少しづつでも英語で表現し、それが相手に伝
わる楽しさ、英語で考えようとすることの面白さを味わいながら
「読む･聞く･話す」能力をアップしていきます。

344

Integrated English Lev.3&4
［245＝Lev.2-3］

L.H.カリキュラムの3科目の全要素を見渡せる講座です。｢最終
的に海外で学びたい」｢国内で進学したい」など、どのような進
路を選んでも必要になる英語4技能をバランス良く強化ができま
す。普段L.H.カリキュラムを受講している生徒は4技能がバラン
スよく身についているかどうかの確認に、新しく受講する生徒は
L.H.カリキュラムの学習効果を体感いただけます。

561

上智大の英語を斬るゼミ

この講座では、上智大英語問題の出題者の意図を検討し、出題
パターンを踏まえながら過去の入試問題を徹底的に分析します。
各学部の問題を幅広く扱い、短時間で大量の問題に対処しなけれ
ばならない上智大入試の全貌をとらえ、上智大の問題に 慣れ
る ことを目標に置きます。

562

慶應大の英語を斬るゼミ

近年の慶應大（法･経･商）の入試問題の傾向を徹底分析し、そ
の問題演習を通じて適切な解答を導く術を習得することを目標と
します。主に読解問題を中心として演習を行いますが、文法･語
法および語彙問題の対策も合わせて行います。なお、文学部志望
者は「524」の長文論述記述演習ゼミを選択してください。

563

SFCの英語を斬るゼミ

慶應大（環境情報･総合政策）の各学部で出題される問題は、
従来の大学入試問題の枠組みと異なり、英米で行われているテス
ト形式を参考とした出題傾向になっています。この講座では、過
去に出題された長文空所補充問題、内容把握問題に徹底的な傾向
分析を加え、両学部合格のための対策を講義します。

13

単科講座説明

単科講座説明

526

422

◆読解･語彙集中/英語総合･コミュニケーション/試験対策講座

夏期講習会

夏期講習会
12

525

523〜427

◆試験対策講座

564

早稲田大の英語を斬るゼミ

過去5年間ほどにわたり早稲田大学の各学部（政経･法･商･文･
文化構想･教育･社会･人間科学･スポーツ科学）で出題された問題
のうち、読解問題（総合問題･内容把握･空所補充･会話文）を中
心に、文法･語法･作文を含め、重要ポイントを整理し解法を伝授
します。

565

早稲田国際教養の英語を斬るゼミ

最も受験生の注目を集める学部の一つである早稲田の国際教
養。一般入試の英語問題は「読解セクション」
「ライティングセ
クション」に分かれます。講座では最も高い配点を占める「読
解」に絞り、過去に実際に出題された問題から、徹底的にその出
題傾向を分析し今後の学習指針を示します。合わせて英語4技能
テストの提出に備えたTOEFL Testや英検対策をお勧めします。

ICUを斬るゼミ

567

東京外大の英語を斬るゼミ

東京外大の典型的な過去問に取り組み、最新の傾向を踏まえて
合格に必要な学力の質とレベルを明らかにし、秋以降の学習の指
針をつかむことを目的とした講座です。｢読解編」と「リスニン
グ＋ライティング編」からなり、読解編では論述問題と語句･セ
ンテンスレベルの空所補充問題を扱い、リスニング編では単独問
題に加えて英作文と融合した新形式の問題にチャレンジします。

568

国際教養大の英語を斬るゼミ

人気･偏差値ともに急速に高まっている国際教養大学。与えら
れた英語論文（超長文）の内容を踏まえた上での250語以上の自
由な英文エッセイが1題のみという問題形式。他大学には見られ
ない非常にユニークな出題のため特化した早期からの学習と訓練
が不可欠です。この講座ではA･B日程に的を絞り、出題傾向分析
から合格答案を書き上げるポイントまでを丁寧に指導します。

461

立教大の英語を斬るゼミ

立教大の各学部の英語問題は、難問が比較的少なく良問がそろ
っているといえます。しかし、それだけにより正確な知識と的確
な理解が求められていることになります。このゼミでは、読解か
ら文法･語彙･会話文･作文にいたるまで過去の典型的な問題を詳
細に解説します。夏の時点でライバルよりも先に「敵を知る」こ
とで、合格に向けて大きく一歩を踏み出しましょう。

TOEFL® Test対策シリーズ

● Reading● 人文･自然･社会科学のそれぞれの分野から厳選し
たパッセージについて、パラグラフ構成、トピックセンテンスな
どを追いながらしっかり読み込んでいく精読と、時間内に効果的
に問題を解く実践テスト演習を併用して、読解力アップと試験対
策を強化します。
● Listening● 試験の形式に沿った短いダイアローグ、長い会
話、ミニレクチャーの各カテゴリーを徹底学習します。日本人が
不慣れな会話パターンや表現を学習するとともに、ディクテーシ
ョンを取り入れて効果的にリスニングを強化していきます。さら
に、写真を取り入れた教材を用いてコンピューター試験の対策も
行います。
● Speaking● 英会話学習では対処できないスピーキング対策
を、本試験形式のオリジナル教材と、トフルゼミナール独自のメ
ソッドを使用し実践演習を通して学びます。Independent Task
演習ではスピーチのまとめ方を中心に、またIntegrated Taskで
は要旨のまとめ方を中心に、実践演習を徹底して行います。
●Independent Writing●本試験のトピックを分類し、カテゴ
リー別に効果的な対策を実践します。ブレーンストーミング･メ
ソッドを取り入れて、書くまでの準備を徹底するとともに、与え
られた時間内に書き上げる実践演習を行います。副教材として
「TOEFL Test対策速修ライティング」を使用します。
●Integrated Writing●このパートの強化と必須となるWriting
Style（Written Expression）をSentence Improvement形式の
演習を通して学んでいきます。本試験形式に沿ったオリジナルテ
キストを使用し、要旨の把握を意識したReading･Listeningの方
法とEssay Questionの効果的な答え方を実践演習を通して学習
します。

464

TOEFL® Test対策Prep.

シリーズ

● Pre-Reading● 読める♢理解できる ことを目標に、精読
の基礎を徹底的に学習し、読解力と読解問題の解法技術の基礎を
つくります。テキスト構成は、Main Ideaの捉え方、代名詞の指
示など読解に必要な技術の修得から入り、内容把握・文脈把握の
問題がつけられ、それが単元ごとに繰り返されていきます。
● Pre-Listening● 聴き＝わかる＝話せる ようになることを
目標に、短文、会話文、長文と段階的にリスニング演習を行い、
英語の音の特徴、スピードへの対処法を効果的に学んでいきま
す。また、会話文では日常的なイディォムが多く使用され、ネイ
ティブ講師との質疑応答によってさらにリスニング力に磨きをか
けていきます。
● Pre-Grammar & Writing●英文構成法の基本パターン、全
体像を徹底理解するために「TOEFL Test対策完全英文法」を併
用し、その必修パターンをStep.1、Step.2、Testという形式で3
回繰り返し、修辞法の基礎をしっかりと学びます。大学受験英語
をも視野に入れた形式の問題も取り入れていき、英文法の総合的
な理解を目指していきます。
●Pre-Speaking● TOEFL試験のSpeakingで要求される能力の
基本となるリスニング･発音･スピーチの基礎力を、パターンプラ
クティス、対話演習、ショートスピーチなどの演習を通して養成
します。また要約問題に不可欠な自分の考えを正確に表現する演
習も徹底して行います。
● Pre-Vocabulary● 3,500〜5,000語の最重要単語をしっかり
と学び、また接頭語･接尾語などの学習を並行して行い語彙力を
効果的に増強していきます。テキストは同意語選択･文完成･反意
語･語源･英文辞書演習、および「TOEFL Test対策必修単語集」
を併用し、その確認テストで構成されています。

462

関関同立の英語を斬るゼミ

関関同立の各大学の英語は総合力が問われ、それだけに基本事
項に対してのミスは致命傷になります。この講座では、各大学ご
との出題傾向の分析を踏まえ、さまざまなパターンをおさえなが
ら読解･文法をはじめとする関関同立英語を総合的に斬ること
で、一気に合格圏到達を目指します。

463

入試問題アプローチゼミLev.4--3
•An Approach to General Reading Questions

準難関大レベルの長文は、文章全体の主張や流れを的確につか
む訓練が必要です。過去の出題傾向を踏まえ、高度で内容の濃い
長文を読みこなす力を総合問題を通じて養成します。読解力を強
化したい難関大志望者にもお勧めです。
［361＝Lev.3］基礎からしっかりと読解力を養成します。長
文への苦手意識を克服したい受験生向け講座です。

465

TOEIC® L&R Test対策シリーズ
＊L&R＝Listening and Reading

国内大学のAO･推薦入試で出願資格として利用できるTOEIC
L&R Test。7月または9月の本試験が最終となります。この講座
では、英語力を効果的に身につけながらスピードとテクニックを
マスターします。また、早期英語資格準備や教養英語としての対
策を考えている高2生･高1生にも、夏のチャレンジ講座として最
適です。ReadingとListeningの2科目セットです。

466

TEAP対策講座

講座では、TEAP試験の概要を把握し適切な学習法を知るだけ
でなく、本試験形式のオリジナル問題を使用し実戦的な演習を行
います。英語4技能のすべてを高め、試験形式に左右されない本
物の英語力を磨くL.H.プログラム（通年の4技能教育カリキュラ
ム）とこの講座を合わせて受講することで、TEAP試験に向けて
効果的にスコアアップが図れます。

570

SAT® Test対策シリーズ

● Critical Reading●改訂された本試験に準拠したテキストを
使用。単語力と読解力を身につけるSentence Completion、抽
象度の高いPassage-based Reading、難易度の高いDouble
Passage Reading問題の徹底演習をこなすことによって、国内
受験レベルをはるかに超えた高度な読解力と10,000〜20,000語
レベルの単語を習得します。
● SAT
Skills● Multiple-choice形式の問題、Identifying
errors、Improving sentences、Improving paragraphsを徹底演
習するなど、改訂された新傾向問題にもきちんと対応していきま
す。さらに、Brainstormingを効果的に取り入れてオプショナル
のEssay対策も万全にします。
●Math●日本人にとって難しいのは、出題される数学の内容や
レベルではなく、英語の数学用語や英文による文章問題の正確な
理解です。こうしたことを念頭に置きながら徹底演習を行い新傾
向問題にも対処します。
＊Mathは夏期だけの開講となります。

462〜576

571

早稲田政経グローバル入試直前ゼミ

授業では出願書類添削と論文審査および面接の対策をします。
とくに論文審査（日本語）はレベルが高く、すべてが論述による
解答方式で意見を述べる小論文も毎年含まれています。講座で
は、実際の論文審査問題をもとに解法へのアプローチを、添削指
導を交えながら授業を行っていきます。担当講師が出願書類であ
る活動報告書の添削をします。

572

早稲田国際教養AO入試直前ゼミ

いち早く対策を始めた実績が合格結果へと
つながり、これまでの指導ノウハウが凝縮さ
れた講座です。100分×6回の授業時間を確保
して、筆記試験対策を添削指導つきで徹底し
て行います。なお「AO入試サマープログラ
ム」とセット受講するとより効果的です。

573

2018年
4月入学
AO入試

68 名

（合格１
２５名中）

慶應FIT入試直前ゼミ
［573a＝書類対策］
［573b＝講義論述対策］
［573d＝総合対策］
［573c＝グループ討議対策］

1次選考の提出書類の作成指導から、2次選考の模擬講義と論
述試験･グループディスカッション･面接まで徹底的に指導しま
す。授業は基本的にクラス形式で行い、講師による個別のアドバ
イスに加えて、互いのグループ討議や面接の内容を講評し合うこ
とで、試験官の立場から客観的に見る練習をします。

574

上智国際教養公募推薦入試直前ゼミ

海外からの留学生や帰国生も多い国際教養学部では、授業のほ
とんどすべてが英語で行われるため、出願にはTOEFL Testおよ
びSAT Test の高いスコアのほか英文エッセイが必要です。出願
書類の作成から始めて、当日の英語の試験、英語面接までの対策
を行います。定員103名のうち、89名の合格者を出しているトフ
ルゼミナールの専門講座で合格の秘訣をお伝えします。

575

上智外/英語・文/英文公募推薦入試直前ゼミ

当日の英語試験対策および面接対策を行います。過去問を徹底
的に研究した上智公募推薦用オリジナル教材を使用してきめ細か
い添削指導を行います。また、自己推薦書･課題レポートの作成･
添削は人間力養成講座で対策可能です。さらに面接対策では、注
意すべき内容、答え方のポイント、模擬面接まで一貫して徹底指
導していきます。

576

ICUのAO入試直前ゼミ

ICUのAO入試＝特別入学選考は、1次審査のために提出しなけ
ればならない書類の種類が多く、しかもそれらが合否を決める最
大の鍵となっていることにあります。この講座では、すでにノウ
ハウを築いているプロ講師が生徒の発想を助け、それぞれの書類
に何を書き、どう表現すればいいかを指導していきます。グルー
プディスカッション対策ではクラス全員で模擬討論を行います。

15

単科講座説明

単科講座説明

過去数年のICU入試問題の傾向分析をもとに「総合教養｣「人
文･社会｣「英語読解｣「リスニング」の各入試科目について必要
な基礎力を養成します。題材や設問の独自性を把握し、適切な準
備学習の指針を与えることを目的としています。集中講義により
対策方法のエッセンスを提供していきますので、普段通学できな
い方にとっても大きな効果が期待できます。

569

◆試験対策講座

夏期講習会

夏期講習会
14

566

564〜461

◆試験対策/国語･選択･人間力講座

577

国際教養大 AO入試直前ゼミ

AO入試は、与えられた課題に対して300〜500語の英文で自
分の考えをまとめるものです。しっかりとした英文を書くことは
もちろんですが、どのような内容を入れて、それをいかに具体的
にサポートできるかが鍵になります。問題に対するアプローチの
仕方、具体例の入れ方をBrainstormingの手法を駆使して徹底学
習します。内容が同じであるC日程入試対策としても有効です。

578

英検準1級対策ゼミ

日本独自の英語資格試験として推薦入試やAO入試で優遇され
る場合が多く、一般入試でも英語4技能資格試験型入試の増加に
より再び注目されている英検。とくに英検準1級は、難関大志望
者にとってスタンダードとなります。この講座では出題傾向に合
わせた的を絞った対策を行います。

英検2級対策ゼミ

英検は初めてという方のチャレンジゼミです。講座では、英検

2級（＝高校卒業程度の英語力）を受験する生徒を対象に、筆記
試験で6割の配点を占める「語彙･文法」｢読解」｢作文」の問題に

261

NY・英語論述

ゼロからの慶應

［2限連続授業］慶應ニューヨーク学院AO入試対策（英語）を
主眼とした講座です。また同校の一般入試には英文エッセイの試
験が含まれているため、一般受験志望者にも対応しています。こ
の授業を通じて、生徒は英語でのエッセイの書き方、そのために
必要とされる英語を習得することを目指します。希望者には出願
書類作成の個別指導のオプションも用意されています。

262

NY・日本語論述

ゼロからの慶應

264講座と同様にAO入試対策を主眼とした日本語論述の講座
です。同校の一般入試には日本語論文の試験が含まれているた
め、一般受験志望者にも対応した授業内容となっています。この
講座を通して、生徒は義務教育中ではほとんど学ぶことのない論
理的な文章の書き方を習得していきます。希望者は出願書類作成
の個別指導のオプションも用意されています。［2限連続授業］

581

現代文演習ゼミLev.5-3
［481＝Lev.4］
［382＝Lev.3］

早稲田大や上智大などの国語重視難関校では、高度な内容の評
論文に対する読解力が要求されます。この講座は、実戦的な形式
で難解な評論文読解の徹底的なトレーニングを行います。この夏
の間に、現代文読解力のステップアップを狙う受験生に最適な講
座です。
＊3レベルから自分の課題に合った講座を選択してください。

古文演習ゼミLev.5--3
［383＝Lev.3］
［484＝Lev.4］

古文の難関大である早稲田大や上智大の問題をはじめ、春学期
で培った読解力をさらに伸ばしていくと同時に、設問に対応する
力すなわち得点力の養成をも意識する時期です。｢わかる」から
「できる」に移行するポイントを、この講座でしっかりつかんで
いきましょう。
＊3レベルから自分の課題に合った講座を選択してください。

583

慶應小論文

慶應大および小論文を必要とする大学学部、国公立大の秋学期
試験までをも見通して、小論文に出題される話題とその考え方や
焦点の当て方、論述のための思考の組み立て方、本文における用
語や表現の選定や段落ごとの話の進め方など、文章化に際しての
必修事項を実際の記述と添削を通して練成します。書くこと･考
えること･組み立てることを身につけるには必修のゼミです。

584

人間力養成講座
［585＝10日間講座］
［586＝早慶人間力養成講座］

出願に使う｢志望理由書｣や｢自己推薦書｣を作成します。一人ひ
とり出願校も出願内容も異なりますから、個別にアドバイスを与
え添削を行います。しかも授業形式をとることでクラスメートか
ら刺激を受けることができ、書類内容を他者にわかりやすく伝え
るトレーニングにもなります。期間中に1大学分の書類作成を行
います（複数大学に出願する方は秋学期も受講してください）。

587

社会科学系基礎講座

ハイレベルな社会科学系の小論文試験では、書く力だけでなく
さまざまな社会問題に関する知識や背景の理解が要求されます。
この講座では、通常の小論文講座よりインプットに重点を置くこ
とでこの要求に応えます。授業はあらかじめ課題図書を読んで、
理解度チェック問題を解いて解説を聞き、さらに論述問題に挑戦
するという手順で進められます。

589

日本史・近現代史攻略ゼミ

［2限連続講座］受験生がとくに苦手意識を持ち、そして出題量
も多い近現代史について、政治史･外交史を軸に経済･社会運動･
思想などの分野を5日間で完成させます。ひとつひとつの歴史事
象を全体の中で位置づけ、独自編集のオリジナルテキストでビビ
ッドに捉えていきます。形式は講義中心になりますので予習は必
要ありません。

590

日本史テーマ史攻略ゼミ

都城の変遷･琉球史･仏教史など、首都圏難関私大に多いテーマ
斬りの問題に即応した対策を立てていきます。具体的には、オリ
ジナルテキストを通じてテーマ別の要点を示し、さらに入試問題
演習によって実力を確実なものにします。時代斬りの通史授業で
は対策の立てにくい分野ですので、受験生の積極的な受講を望み
ます。

591

世界史現代史演習ゼミ

［2限連続講座］どうしても追い込みの時期に時間が足りなくな
ってしまう現代史。その主要な流れを先行して学習します。「第
1次世界大戦後の世界から冷戦体制の崩壊まで」を扱い、講義と
実際の入試問題を用いた演習を行います。秋学期からの模試にも
一部出題されますので、校内生はなるべく受講することを勧めま
す。

592

世界史周辺地域史ゼミ

難関大の入試で得点差がつくのは、主要各国史ではなく「周辺
地域史」です。この講座では「東南アジア･朝鮮･内陸アジア･東
欧･南米･アフリカの前近代史」に関して、整理と演習を行いま
す。夏から本格的に世界史の学習を始める方も「312＝通史演習
ゼミ」と並んで受講しておくことを勧めます。

483

センター現代文

従来見過ごしにされがちであった小説分野を中心に、随想文な
ども含めたセンター試験および各私大の出題を念頭に置いて、心
情表現の読み方や状況からの心理の解釈方法など、表現と心の動
きの重ね合わせを視点にして学習します。これから現代文に取り
組もうとする皆さん、センター試験を必要とし小説も出題される
可能性のある大学学部を希望する皆さんには必修のゼミです。

485

センター古文

センター試験には明確な傾向があります。そのことをしっかり
理解して対策を練ることが必要です。単語･文法･文章のジャンル
･設問など、具体的にどのように出題されているか、そしてそれ
をどういうふうに克服していくのか̶̶センター受験を考えてい
る人は、現在のレベルに関係なくぜひ受講しましょう。

486

漢文演習ゼミ

現古融合問題としても出題される早稲田大学諸学部、難関大の
文学部を中心とする文系学部、さらにはセンター試験を目指す多
くの皆さんに必修のゼミです。漢文の基本的な知識･句法の読み
と意味、背景となる社会や思想の理解などを、最近の出題内容か
ら取りあげて解説し、秋学期以降の確かな実力の伸展に結びつけ
る学習の組み立てを目標とします。

487

実践小論文
［384＝高2小論文］

AO･推薦入試の筆記試験や中堅大学の一般入試に対応した小論
文講座です。これから小論文対策を始める方のことも考え、まず
200〜300字の短い文章を日本語としてわかりやすく書くことか
ら練習を始めます。1学期からの受講者は、内容面での深化を目
指しましょう。600〜800字程度の答案を、内容･表現ともにバ
ランスよく作成することを目標とします。

587〜384

488

日本史通史攻略ゼミ

［ 2限連続講座］織田･豊臣政権までの春学期の復習を講義中心
に行い、問題演習にもチャレンジします。夏から本格的に日本史
の勉強を始める受験生や、春学期の復習が十分でない方に最適な
講座です。5日間の集中講義で受験レベルに必要な知識の8割を
カバーできます。残された時間に学ぶことは多いのですから、き
ちんと受講しましょう。

489

世界史通史演習ゼミ

［2限連続講座］古代から前近代までの地域別の流れを重視した
通史演習です。ヨーロッパ史･中国史･南アジア史･西アジア史
の、それぞれの大きな流れの整理と問題演習を行います。春学期
の復習としてはもちろん、夏から本格的に世界史の学習を始める
方のスタート講座としても有効です。内容的には秋学期の世界史
に接続もしています。

381

古典文法特訓ゼミ

古文の学習にとって、まず必要なことは古典文法の正確な理解
です。夏から古文を始めようと思っている人、あるいは古文が苦
手だと思っている人にとっての必須講座です。さらに、その文法
力を読解力に生かすために「古文読解演習ゼミ」も、ぜひ合わせ
て履修しましょう。

384

高2小論文

文章とは思索と表現に支えられます。何をどう考え、表現する
ためにはどのような考察を巡らすか̶̶この講座は、文章化を実
技を通して自覚し、受験に結びつける目的を持っています。どう
考えて、どのように書くかの一体化を身をもって知ることです。
そのために、各課題ごとの内容に正面から取り組む姿勢を、高2
から整えることを学習の一部としています。

385

人間力養成講座Fundamental

｢社会的な問題に対して知的好奇心を持って関心を持とうとす
る積極性」｢そして自分から考え、自分の考えをまとめ、意見と
して述べる」｢さらに自己をアピールできる表現力持つ」ことを
養成するための講座です。AO ･公募推薦入試での自己アピール
や、ディスカッション形式の面接および小論文対策の基礎づくり
を、早くから対策しておきたい方にお勧めします。

Video

講座

現代文の読法

英文法Step.1/2

わかる古文

基礎ライティング

人間力養成講座

英検2級対策

遠隔地で通学できない方、海外で受験対策をする方に、学年･
学力･学習目標に応じてそれぞれVideo･Web 講座を1科目から受
講できます。各講座詳細は別案内書をご請求いただくかホームペ
ージをご覧ください。

17

単科講座説明

単科講座説明

的を絞った効果的な対策を行います。リスニングと面接対策も含
まれるシリーズ講座を受講すれば、AO･推薦入試に対する万全の
準備ができます。

582

◆国語･選択･人間力講座

夏期講習会

夏期講習会
16
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577〜586

