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I ◆文法・作文集中講座 I 
ロ Grammar & Writing Lev.4-1 

この講座では「能動的に使える英文法」を習得します。実践的な
アウトプットに必要な文法·語法力を習得して「正しく吉ける力」を蓑
います。個人己とのレベル(1~3)で英又法全体を学んでいきます。
[301=Le:v.3J [201=LfN.2l [101=LfN.1J

E 英文去 ・ 語法ゼミLev.4
難関人を目指す高2生がマスターしておきたい又法事項を演

習問題を通じて知裁やセンスと運用力を身につけます。意欲と学
力に自信のある高1生にもお勧めです。

ロ重要構文応用ゼミ

ほとん どすべての大学で出頸される「語句整序問賎J「短文空
所補充」「条件英作文」「英文和訳」は、文法力と英語構文の知識
を要求されます。講座では、頻出の構文閑題演習に取り組んで、英
文構成力の大幅なアップを目指します。

四鯰去 ・ 語法ゼミLev.3
高2·忘1生がとくに苦手とする重要又法事項を中心に、演習を

通して冬の段階で中堅私大の入試レベルが80％以上解けるま
での文法をマスターすることを主眼とします。文法の正L,い運用
センスを身につけていきます。

四如キャッチアップゼミ

主に高2標準～高1選抜の春学期～秋学期授業範囲の中から、
重要度の高い項目として「関係詞」「助動詞」「時制」「仮定法」に取
り組みます。新たに本科通学をされた方がキャッ チアップを図る
特別講座です。文法が苦手の方の復習としてお勧めします。

四必修英語構文104
英文の「成り 立ち」 を理解しつつ、 文の要素の拡大 （どのよ

う に長い英文を構成 していくか） という視点から構文を捉え、
もっとも冥本的な重要構文を学習していきます 。

四英文法 ・ 語法ゼミLev.2
「短い文はおおよそ読めるけれど長文となると難しく感じる」

といった英文に対する苦手意識を克服して、入試レベルの英語に
スム―ズに取り組んでいくための総合的な英語力を養成します。

置汗退晶、［国ド1;『m-
四 Reading & Vocabulary Lev.4-1

多様で興味深い英文を素材としつつ「英文読解力の揺るぎない
士台」を築くことを目的としまり。奇数レッスンでは難度の高い論文
を素材に思考の訓練を行し＼偶数レッスンでは物語や歌詞、ジョ ー

クなど「楽しみながらたくさん の英又に触れる」経験を提供します。
[324=Lev.3J[221=Lev.2l [121=Lev:O 

四精読のための英文構造把握講座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

の精読ができる素地を作ります。文型要素や修飾関係を捉えて明
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
選択などに関する設問対策の基礎になります。[323=ReJ

四臨醇青読ゼミLev.4

一足先に入試読解問穎にチャレンジし、英文を正確に読む力を
養成しながら正答を出す力にまで発展させていくための講座です。

[468]「469]と合わせて受謁すると、より大きな効果が望めます。

ロz'”早作文論述ゼミ
和訳や要約など日本語による記述力や、条件英作文など英作文

力を必要とする国公立Z欠試験や難関私立大対策の準備講座。

E 坦謎軍＼門ゼミ

速読法入門の基礎技術としてフレ ーズリーディング、トピックセ
ンテンス、パラグラフ構成の掴み方を、例題を中心に学んだ後、い
ろいろなジャンルの問題演習に取り組み速読技術を応用します。

四必餌定単語330
現役口格を目指す高2高1生に向けた単語力増強講座です。この

講座の教材をマスターすれば、大学受験用の基礎単語力が確実に
身につきます。単語の意味だけではなく、入試に大切な値々の単語
の使いかた（＝語法）や類似語のニ ュアンスの違いも学びます。

四坦諏読ゼミLev.3

怨合問顆の英文読解演習を通して、高2高1の冬の段階で中堅私
大の読解問題に6割以上の正解を出せる力を菱成します。この時期
に入試レベルの長文に触れ、準難関大（MARCHレベル）ではどの
ような英語力が要求されるのかを知り学習指針を確立します。

四類暉読ゼミLev.2

文脈から単閉の意味 を推測したり、文法の力を使って文構造を
正確につかむ練習などを通して、正確な読解の基礎固めをします。

置9-『一

四難関大リスニング特訓
東京大 し 東京外大、ICU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 （インタピコ 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カ
をすで に持っ ている受溝生が、 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。

四リスニング特訓Elementary

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Tl2次と、ICUや肯山学院大その他の私大
対策にもなるDictationを含めた実戟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、 54 1 · 難関大リスニ
ング特訓を受講9る前のステップアップ講座となりま9。

四Listen ing & Speaking Lev.3-4/1-2 

発音記号やアクセントなど正しい音声の習得から始め、日常会
話からアカデミッ クな英洒まで、幅広い実践的なコミコニケーショ
ン能力を養います。

四わかる総合英語Lev.3-2

さまざまな分野からテ ーマを選び、語羮文法•読解•リスニング
の力を総合的かつ有機的に身につけます。Lev.2[242]では読解
の基礎を築きます。

谷折り

II昂疇

トフルゼミナールが
冬期に開講する授業に
は、高2高1 ・ 中学生向
けでは目的別レベル別
の講座が設四されてい
ます。将来の実力贅成
のために、こ自身の英
語力やテーマに合わせ
て選択することができ
ます。

高3•高卒生には、短
期間で効果的に実戦力
を蓑成する試験対策講
座と、テスト十解答＋解
説講義形式の直前テス
トゼミ、各大学別の模
試と解答 ・解説がセット
になったOneDa潰賦
があり、それぞれの志
望大学に合わせて受謁
できます。

直前テス トゼミ とは、
大学の傾向別にテス ト55
分＋解税授業応分で構成
され、 問題解法かポイン
トを徹底指潟する実戦ト
レーニングです 。

「制限時 間内での解法
技術＋場慣れ 」 とい っ た
プラスaを身につけ、 本
試験に臨みま し ょ う 。

Level5 
早稲田・屈應・上智 ・ ICU·

トッブ国公立など、難関大
匡滋駈置 学合格のためのハイレベル
·飼II な語学力およびテストスキ

ルを養成する講座群。

Level4 汎用的かつ根本的な語学
匿蕊□置 カの西成を目指すことで、
·匹曰瀑 難関大学合格へ向けて最適
·忍NI な叫J策となる講座群。

Level3 大学入試およびTOEFLテ

I軍出点置
ストや英検他の英語責格な
ど、いかなる目的にも通じ

置［四置
·曰置

る汎用的な語学力の土台完

·ヨE上が置 成を目括す醐座群。

下心…速のイメージですI

Level2 中学の基礎英語を習得し
た生徒に「使える英語力」を

駈凸ii:I 目指して4技能（読む・書く・
·Eば置 聞＜話す）をパランスよく
艦国四，11 鍛える講座群。

Level 1 主に中学生に、英語の4技
艦図三置 能学習を導入する講座群．

·1 

匹英作文演習テストゼミ＊

英文内容把握問題テストゼミ
翠i速賤解鶏テストゼミ
英文譲述記述テストゼミ＊ ＇

布遭早慶上智レベルテストゼミ
M細レベルテストゼミ

r・匹中堅私大レベルテストゼミロ
ヒアリング演習テストゼミ
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TOEFL Test対策Writing
TOEFL Test対策Skills

Grammar & Writing Lev.4 

英文法語法ゼミLev.4
重要構文応用ゼミ
Pre-Grammar & W『iting

IVideol英文法Step 2 
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303 英文法キャッチアップゼミ
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'ti■ Grammar & Writing Lev.1
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TOEFL Test対策Listening

、皿1四己置
-ll早稲田大をねらう英語ゼミ ： 現代文演習ゼミLev.5

早稲田大職匿敦蓑をねらう英昌ゼミ· ： 古文演習ゼミLev.5
TOEFLTest対策s peaking

とり
英語速読速解ゼミ

， 、 英語精読問題ゼミ

東京外大をねらう英語ゼミ＊ 583)」ヽ論文演習ゼミ＊

573国隷貴大をねらう英目ゼミ'(A•B睛） ： • 日本史重要問題演習ゼミ

， 英語長文選抜問題ゼミ

旱円三王7
5即

；ム；漢文演習ゼミLev.5

421 Reading & Vocabulary Lev.4 441 リスニング特訓Elementary
422 寵のための英又構造把握舅座Ad Pre-Listening 出

頻出単語・イディオムゼミ
呂

早慶を斬るゼミ
』 . MARCH頻出英文法ゼミ 、四早鹿を知るゼミ 量

423 英語精読ゼミLev.4 Pre-Speaking
424 読解作文論述ゼミ＊

425 英語速読入門ゼミ
Pre-Reading 

匠Reading& Vocabulary Lev.3 皿 Listening & Speaking Lev.3&4 
322必修英単諮330 342 わかる総合英語Lev.3

V、K 町勁脳の英文構造把握舅座Re 343 Integrated English Lev.3-4* 
、 英語精読ゼミLev.3 344 リスニング入門

璽［
*El]O)ある講座は添削指導がつきます。

已三iピピ

臼事）

品日；；三こ

ミ

ミ上智大n入肝暁入試対策国語

現代文演習ゼミLev.3

雪
Reading & Vocabulary Lev.2 Listening & Speaking Lev.1 &2 261 ICU高校をねらう英語ゼミ 265 慶應NY一般入試•英語

英語精読ゼミLev.2 242 わかる総合英語Lev.2 262 稲立国憬高校をねらう英語ゼミ 266 慶應NY一般入試•国語
243 楽しむアクティブ英語 263 ゼロからの慶應NY英語請述＊ 267 慶應NY一般入試•数学

244 Integrated English Lev.2-3 264 ゼロからの慶應NY日本語筐述＊ 268 慶應NY人問力蚕成講座

Reading & Vocabulary Lev.1 Integrated English Lev.1-2*, 
I ●各講座の説明は裏面にもあります。 百

難関大対策古文テストゼミ One Day模試
I I 津田塾・東京女子·日本女大OneDay英語模試
＇ 明治・中央•法政大OneDay英語模試

大学別模擬試験 (90
外大英語テストゼミ＊ 雰標準現代文テストゼミ 分） とその解説、 さらに大 四 上智大（外国語経営）OneDay英語模試 I 早稲田大国際教養OneDay英語模試
AIU英詰テストゼミ＊

翌 頻出古文テストゼミ 学の出題傾向をとらえた 互 慶應大 SFC One Day英語模試 I 国公立大2次OneDay英語模試
ICU総合教蓑テストゼミ 要 小論文テストゼミ＊ 対策講義 （g乃｝） を1日で 窓 慶應大（文）OneDay英語模試 1 、 大学共通テストOneDay英語模試
ICU人文社会科学テストゼミ 蕊 漢文テストゼミ 完して邪八ます。

頂 匿應大（法・経•商）OneDay英語模試 I ICUのOneDay英語模試
ICUリスニングテストゼミ 函 日本史問題テストゼミ 匡 早稲田大（政経）OneDay模試 I' 早稲田融合文（現古）OneDay特訓
ICUリ ーディングテストゼミ 翠 外大図正体史論述テストゼミ＊

匹 早稲田大（法•商・教育・社学）OneDay英語模試 I 早稲田融合文（古漢）OneDay特訓
早稲田国際教養英語テストゼミ マL 世界史問題テストゼミ 窃 早稲田大（文•文化構想）OneDay英語模試 I : 大学共通テスト数学OneDay模試
難関大評請文テストゼミ 回 外大2欠世界史誼述テストゼミ＊

四 青山学院大OneDay英語模試 I il,上留大TEAP利用世界史OneDay模試

●校舎別スケジュール ・ 受講料 ・ 申込方法はお問い合わせください。＊印のついた講座は添削指導がつきます。 ●各校舎での設閂の有無およびスケジュールは直接各校にお問い合わせください。

谷折り 谷折り

瀑国圏画園圏®l
置
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四楽しむアクティカ睾

英語を「使い ・楽しむ」ことを目的とした講座です。自分の意見を
英語で発表したり、ディスカッションできることを目指します。

四 Integrated Engl ish Lev.3-4 

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。普段
L.H．カリキュラムを受講している生徒は4技能のバランスの確認、

初めての生徒はこのカリキュラムの学習効果を体感できます。
[244=Lev.2--3)[ 141=Lev.1-2] 

cz】 リスニング刃9

英検など英語資格対策や、 大学共通テス ト レペルのリス＝ン
グ対策を希望する受験生までを対象と した講座 。

I ◆試験対策講座 I 
E早慶の英文法 ・ 語法ゼミ

文法語法の知識の差が、英語霊視の難関大で合否を分けるケー
スが多々あります。この講座では文法問題および細かい語法や類
義語のニュアンスなどの整理を行い、入試レベルでは最高度の文法
をマスターします。

四声英叙ゼミ

国公旦2次や難関私大で出題される記述英訳と自由英作文の
コツを養成します。この時期に習得した事項は入試まで残ります。
最後の仕上げとしてチャレンジしましょう。

四四譴読暉ゼミ
早慶上智や青学などでは 的確な速読速解力を要求する長文

問題が数多く出題されます。講座では、本番さながらのプレッシャ
ーの中で、制限時閻内に素早く、正確に、さまざまな形式の長文閑
顆を解いていく速読速解力の完成を目的としています。

E 坦醒肩読問題ゼミ

早稲田・鹿應や明治などで出題される内容真偽文脈把握、記
述内容説明など、文舌全体の精緻な理解を前提とした読解問題
の対策をします。

四翠部攻醗霞ゼミ
英又読解力のあらゆる要素（又法・語法・話簗・構又・腟理的読

解）が試される空所補充問題を中心に実戦的な読解総合問題を
徹底的に演習しまサ。早慶上智や 国公立大など難関大合格を確
実にしたい人には必須の講座です。

E 長文論述記述ゼミ
東大•一橋代・東外大などの国公rr.2次、慶應（文）などの記述閥

題対策に最適です。要約記述問題の前提となるバラグラフの主
題の捉え方と、そこから合格答案を仕上げるための表現法や、内
容説明英文和訳問題の答案作成術を伝授します。

戸3 疇大をねらう蝉ゼミ

法 ・経商名学部の問題傾向を徹底分析し、解法を検討するとと
もに、予惣問題も含めて慶應受験に完璧に備えます。

四 SFCをねらう英語ゼミ

出類星の多さ難度の高さから非常に高度な英文読解力が要
求される慶應大のSFC。講座では両学部で共通して出穎される
空所補充問琵と選択式の読解問竪（内容杷握）に対する総合的
なアプローチをオリジナル岡題を用いて行います。

四早稲田大をねらう英語ゼミ

又法・語法語羹発音アクセントなどの諸知識から、全又内容
把握に基づく読解問題、英作文構成力などバラエティ ーに宮んだ
出題が特徴で、どこが欠けても致命傷になります。講座では、 過去
問の分析から解法へのステップを指尊して、予想問翡演習も交え
て合格へと導きます。

匹早稲田大国際教養をねらう英語ゼミ
般入試では①論説文とフィクションなどの2つの長文読解問

題②会話とレクチャ ーなどの2つのリス＝ング問題、③テ ーマに
沿って意見をまとめる英作文と英文を読み日本語で要約する閻
證の3種類が出題されます。この対策として、オリジナルの予想問
穎を使用し、ハイレベルな英亜読解力、運用力を蓑成します。

四鯉外大をねらう克匿ゼミ

東京外語大（前期後期）をターゲットに読解（記述説明空所
補充・内容一致•パラグラフ整序・下線部和訳要約）、さらに英語表
現力（英文要約•意見陳述）の両面に重点を置き出題傾向をとら
えた演習を行います。

四国際教養大をねらう英語ゼミ(A •B日声諜）

非常にユニークで対策の難しい英諾論文の読解をもとに、250
字以上の自田英文エッ セイを書く力を摂成し、A•BE3程入試突破
に向けた実践力を養成します。わかりやすい構成で又意にすると
いう高度なライティングカが必要です。

匹国際敦養をねらう蝉ゼミ(C日声源）

与ス!::>れた課題に対して300~500語の英文で自分の考えを
まとめる力が求められるCE3程対策です。どのような内容を、いか
に具体的に英語で表現できるかが鐙になります。それぞれの英文
について添削指導も行います。

四
ー
ICuをねらう亨ゼミ

ICUなづではの特殊な入試形態を知るために、総合教養(5回）、
人文社会科学(5回）、英語（リスニングを含めて5回）の全科目に
渡って実践演習を行い、集中的にICUの完全対策を行います。

四突1 即喋ゼミa

選抜型入試だけでなく、一般入試においても英語4技能試験の
弓入で再び注目されている英検 。この講座では出題傾向徹底分
析し、的を絞った対策を伝授します。［5T7=/3]

ロ工頻出単語 ・ イディオムゼミ

入試で狙われやすいものから難度の高いものまで、幅広く語彙
イディオム問題をカバーして、入試で確実に7割 を正解できる力を
蓑成します。知識を確実にしたい受験生向け。

口 MARCH頻出英克去ゼミ

下線部訂正関題および空所補充問題の演習を中心に、文法知
識語法知識を本試験で臨機応変に使いこなせる対応力を養成
し、本番での失点を最小限とすることが目標です。

口

口




