
各教科のポイント

最難関大理系コース

東大、京大など最難関国公立大学の理系学部を志望する皆さんを合格へ導く最高レベルのコー
スです。旧帝大以上の偏差値を誇る大学に絶対合格したい皆さんを合格へと導きます。難

関
大
コ
ー
ス

東京大学

東大、京大や最難関国公立大の理系学部入試に完全対応した精鋭クラス

英語 良質な英文の構造把握を通して、語彙力・構文力・内容読解力・英文構
成力などを養成し、最難関国公立大学の入試で高得点できる実力を身に
つけます。共通テスト英語演習ではリスニング対策を行います。

数学 体系的な学習ができるように編集された質の高い教材を用いて、数学的・
論理的思考力を高めます。さらに入試傾向に対応した問題の演習を通し
て計算力・実戦力を鍛えます。

国語 現代文・古文・漢文ともに共通テストでの高得点を目指して体系的に学
習します。個別試験対策として、あらゆる問題に対応できる高度な読解
力・表現力・論述力を養成します。

理科 最難関国公立大の入試問題に対応できるように基礎力・応用力・考察力・
論述力を鍛えます。薬学部・農学部対策の問題演習（アクティブ・カリ
キュラム）も選択できます。

地歴・公民 共通テストの出題傾向を分析して編集した教材で頻出事項の定着と体系
的理解を図ります。地歴は「Ｂ」の内容で授業を行います。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本として、各系統の論文入試対
策に万全を期します。

❶駿台ＣＡＮシステムによる、スーパーコース教材を使用した最難関国公立大
学の理系学部に合格するための必勝カリキュラムです。共通テスト、個別試
験、論文試験のすべてに対応する高度な総合学力を養成します

❷クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行いま
す

❸苦手分野の克服や、よりレベルの高い実戦力の養成などを目的に、ナビゲー
ト・カリキュラムとして第２・４タームの特訓講座、テーマ別授業、入試直
前特別演習（第５ターム）など、合格を確実にするために弱点克服とプラス
アルファの指導を行います

❹「大学別入試実戦模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受
験で実戦力に磨きをかけます

【目標大学】
東京大学・京都大学・東京工業大学・旧帝大ほか最難関国公立大学の理系学部

最難関大理系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限
（地歴）

英語
（地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
英語 化学 英語 数学 数学

４限

５限
数学 英語 物・生 物・生 化学

６限

７限 リス特訓 古文
数学 （公民） 現代文

８限 漢文

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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各教科のポイント

医学部医学科コース

主に国公立大学の医学部医学科を志望する皆さんを合格へ導く最高レベルのコースです。他の
コースよりアクティブ・カリキュラムを多く取り入れ共通テスト対策も万全を期しております。
医学部医学科に絶対合格したい皆さんを合格へと導きます。

難
関
大
コ
ー
ス

国公立大の医学部入試に完全対応

英語 良質な英文の構造把握を通して、語彙力・構文力・内容読解力・英文構
成力などを養成し、国公立大学の入試で高得点できる実力を身につけま
す。共通テスト英語演習ではリスニング対策を行います。

数学 体系的な学習ができるように編集された質の高い教材を用いて、数学的・
論理的思考力を高めます。さらに入試傾向に対応した問題の演習を通し
て計算力・実戦力を鍛えます。

国語 現代文・古文・漢文ともに共通テストでの高得点を目指して体系的に学
習します。個別試験対策として、あらゆる問題に対応できる高度な読解
力・表現力・論述力を養成します。

理科 国公立大の入試問題に対応できるように基礎力・応用力・考察力・論述
力を鍛えます。薬学部・農学部対策の問題演習（アクティブ・カリキュ
ラム）も選択できます。

地歴・公民 共通テストの出題傾向を分析して編集した教材で頻出事項の定着と体系
的理解を図ります。地歴は「Ｂ」の内容で授業を行います。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本として、医系の論文入試対策
に万全を期します。

❶駿台ＣＡＮシステムによる、スーパーコース教材を使用した国公立大学の医
学部に合格するための必勝カリキュラムです。個別試験、論文試験のすべて
に対応する高度な総合学力を養成します

❷クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行いま
す

❸苦手分野の克服や、よりレベルの高い実戦力の養成などを目的に、ナビゲー
ト・カリキュラムとして、テーマ別授業、入試直前特別演習（第５ターム）
など、合格を確実にするために弱点克服とプラスアルファの指導を行います

❹医系コースでは、医学部入試などで増えている面接対策として模擬面接等を
行います

❺「駿台全国模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受験で実
戦力に磨きをかけます

東京大学医学部附属病院

【目標大学】
国公立大学医学部医学科

医学部医学科　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限
（地歴）

英語
（地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
英語 化学 英語 医系数学 数学

４限

５限
数学 英語 物・生 物・生 化学

６限

７限 リス特訓 古文
医系数学 （公民） 現代文

８限 医系論文 漢文

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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東大、京大など最難関国公立大学の文系学部を志望する皆さんを合格へ導く最高レベルのコー
スです。旧帝大以上の偏差値を誇る大学に絶対合格したい皆さんを合格へと導きます。難

関
大
コ
ー
ス

東京大学（赤門）

東大、京大や最難関国公立大の文系学部入試に完全対応した精鋭クラス

❶駿台ＣＡＮシステムによる、スーパーコース教材を使用した最難関国公立大
学の文系学部に合格するための必勝カリキュラムです。共通テスト、個別試
験、論文試験のすべてに対応する高度な総合学力を養成します

❷クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行いま
す

❸苦手分野の克服や、よりレベルの高い実戦力の養成などを目的に、ナビゲー
ト・カリキュラムとして第２・４タームの特訓講座、テーマ別授業、入試直
前特別演習（第５ターム）など、合格を確実にするために弱点克服とプラス

アルファの指導を行います
❹「大学別入試実戦模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受
験で実戦力に磨きをかけます

最難関大文系コース

各教科のポイント

英語 良質な英文の構造把握を通して語彙力・構文力・内容読解力・英作文力
などを養成し、最難関国公立大学の入試問題を攻略します。リスニング
対策にも力を入れ、共通テスト英語演習でリスニング対策も行います。

数学 体系的な学習ができるように編集された質の高い教材で数学的・論理的
思考力を養成します。また、難易度が高く、確かな答案表現力が要求さ
れる最難関大学の入試傾向に対応した「対策教材」により実戦力を鍛え
ます。

国語 現代文は、精選した問題の演習を通して、読解力・文章表現力・記述論
述力などを養成します。古文は、正確な語彙力・文法力を身につけ、文
章の構造的理解を通して解釈力・表現力・論述力等の向上を図ります。
漢文は、句形・句法・用字法を習得の上、多くの漢文に接することで語
彙力・読解力を養成します。

理科

最難関大合格に向け、重要事項の正確な定着と体系的理解による論述力
養成を目指します。

地歴・公民

共通テスト対策として、各科目とも「理科基礎」の範囲を集中授業で効
率よく学習します。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本に、各系統の論文入試に完璧
に対応します。

【目標大学】
東京大学・京都大学・一橋大学・旧帝大ほか最難関国公立大学の文系学部

最難関大文系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限 化学基礎
（地歴）

英語
（地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
英語 日本史 英語 古文 現代文

４限

５限
数学 英語

漢文
地歴 数学

６限
地歴

７限 リス特訓 日・世
（公民） 日本史

８限 生物基礎 論述・演習 地学基礎

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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難関大理系コース

難関国公立大学の理系学部を志望する皆さんを合格へ導くハイレベルなコースです。テキスト
は最難関大理系コースと同じものも使用するので、旧帝大も狙えます。テキストの難易度が高
いことを覚悟できるのなら、このコースからスタートしてみませんか。

難
関
大
コ
ー
ス

北海道大学

共通テスト、個別のバランスを考えたカリキュラム。

各教科のポイント

英語 英文の正しい構造把握により、正確な語彙力・熟語力・読解力・英文構
成力を習得し、難関国公立大の出題に対応できるハイレベルな英語力を
養成します。共通テスト英語演習ではリスニング対策を行います。

数学 体系的に学習できるように編集した教材で重要事項の徹底理解を図り、
数学的・論理的思考力を養います。さらに、豊富な演習を通じて難関国
公立大の入試数学攻略の実力を身につけます。

国語 現代文・古文・漢文の共通テストでの高得点を目指すとともに、個別試
験対策として、あらゆる出題に対応できる高度な読解力・思考力を養成
します。

理科 体系的に編集した教材で、基礎力の定着から難関国公立大の理系各学部
の入試問題に対応できるハイレベルな応用力・考察力を養成します。ま
た、化学・生物は薬・農系学部対策の問題研究（アクティブ・カリキュ
ラム）も選択できます。

地歴・公民 共通テストの出題傾向を分析して編集した教材で、基礎力の定着と体系
的理解を図り、高得点を目指します。地歴は「Ｂ」の内容で授業を行い
ます。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本に、各系統の論文入試対策に
万全を期します。

❶駿台ＣＡＮシステムによる、難関国公立大学の理工系学部や薬学・医療・農
学系学部に合格するための必勝カリキュラムです。ウェートの高い個別試験、
５教科７科目必須の共通テストに完全対応した総合学力を養成します

❷駿台の基幹教材と、志望大学別対策教材を使用します。個別試験直前に特別
演習（第５ターム）を行います

❸不得意科目・分野の早期克服のための、特定分野・領域の理解を深め発展さ
せるための第２・４タームの特訓講座、個別試験直前の特別演習（第５ター
ム）などで学力強化を図ります

❹クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行いま
す

❺「記述模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受験で実戦力
に磨きをかけます

【目標大学】
旧帝大・横浜国立大学・筑波大学・千葉大学等の難関国公立大学の理系学部

難関大理系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限
（地歴） （地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
英語 数学 英語 数学 化学

４限

５限
数学 英語 物・生 物・生 数学

６限

７限 リス特訓 古文
化学 （公民） 現代文

８限 漢文

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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難関大文系コース

難関国公立大学の文系学部を志望する皆さんを合格へ導くハイレベルなコースです。テキスト
は最難関大文系コースと同じものも使用するので、旧帝大も狙えます。テキストの難易度が高
いことを覚悟できるのなら、このコースからスタートしてみませんか。

難
関
大
コ
ー
ス

千葉大学

ランクアップも可能にする充実の必勝クラス

各教科のポイント

英語 英文の正確な構造把握に力点を置いて総合的英語力を高め、難関国公立
大の入試で高得点できる力を培います。共通テスト英語演習ではリスニ
ング対策を行います。

数学 共通テスト・個別試験の出題範囲である数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂを基本事項
の定着から応用力錬成まで、十分な時間をかけて徹底的に学習します。

国語 現代文は、あらゆるジャンルの文章に対応できる読解力・文章表現力や
記述論述力などを養います。古文は、文法の定着と正確な語彙力を培い、
文章の構造的理解を通して総合力の向上を図ります。漢文は、基本的な
句形・句法・用字法の定着を図り、多くの文に接して語彙力・読解力を
養成します。

理科

基本事項の正確な定着と体系的理解を図ることにより、共通テスト、個
別試験・私大入試いずれでも高得点できるハイレベルな実力を養成しま
す。

地歴・公民

共通テスト対策として、各科目とも「理科基礎」の範囲を集中授業で効
率よく学習します。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導のサイクルで、各系統の論文入試に
完璧に対応します。

❶駿台ＣＡＮシステムによる、個別ウェートの高い難関国公立大学の文系学部
に合格するための必勝カリキュラムです。共通テストの６教科７科目、個別
試験、論文試験のすべてに対応する総合学力を養成し、本命大学合格へ導き
ます

❷駿台の基幹教材と、難関国公立大文系学部対策教材を使用します。個別試験
直前に特別演習（第５ターム）を行います

❸不得意科目・分野の早期克服のため、特定分野・領域の理解を深め発展させ
るための第２・４ターム、個別試験直前の特別演習（第５ターム）などで学
力強化を図ります

❹クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行いま
す

❺「記述模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受験で実戦力
に磨きをかけます

【目標大学】
旧帝大・横浜国立大・筑波大・千葉大ほか難関国公立大学の文系学部

難関大文系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限 化学基礎
（地歴）

英語
（地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
英語 日本史 英語 古文 現代文

４限

５限
数学 英語

漢文
地歴 数学

６限
地歴

７限 リス特訓 日・世
（公民） 日本史

８限 生物基礎 論述・演習 地学基礎

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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難関私大文系コース

難関私立大の文系学部を志望する皆さんを合格へ導くハイレベルな特別選抜コースです。私大
文系志望の生徒さんで、テキストの難易度が高いことを覚悟できるのなら、このコースからス
タートしてみませんか。

難
関
大
コ
ー
ス

早稲田大学

合格実績が証明する少数精鋭クラス

各教科のポイント

英語 良質な英文の構造把握を通して、高度な語彙力・構文力・読解力・構成
力を養成し、深い内容理解と応用力が問われる早慶上智大の入試で高得
点できる力を培います。また、共通テスト英語演習でリスニング対策を
行います。

数学 細分化された高校数学を再編成して体系的に学習できるように編集した
教材を使用し、数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂの基礎力養成から応用力の錬成まで
ステップアップします。

国語 現代文は硬質な評論文など高度な文章に対応できる論理的読解力・文章
表現力・記述論述力などを養成します。古文は、正確な語彙力・文法力
を身につけ、文章の構造的理解を通して現代文同様の総合力向上を図り
ます。漢文は、句形・句法・用字法を習得の上、多くの漢文に接して語
彙力・読解力を養います。

地歴・公民 豊富な知識と細かいデータ分析など、幅広く高いレベルの総合力が要求
される早慶上智大の多彩な入試問題に対応できる実力を養成します。記
述（論述）・客観（マーク）あらゆる形式の問題を演習することで確実
に合格できる力を身につけます。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本に、早慶上智など難関私大の
論文対策に万全を期します。

❶駿台ＣＡＮシステムによる、スーパーコース教材を使用した難関私立大学の
文系学部に合格するための必勝カリキュラムです。早慶上智大への輝かしい
合格実績に裏付けされた指導で高度な総合学力を養成します

❷クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイス、進路指
導を行います

❸模試結果などが合格ボーダーライン周辺の生徒を対象に、ナビゲート・カリ
キュラムとして志望大学別、テーマ別授業、入試直前特別演習（第５ターム）

など、合格を確実にするために弱点克服とプラスアルファの指導を行います
❹「記述模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受験で実戦力
に磨きをかけます

【目標大学】
早稲田大・慶應義塾大・上智大ほか難関私立大学の文系学部

難関私大文系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
古文 日本史 現代文 英語 英語

４限

５限
数学 英語

漢文
地歴 数学

６限
地歴

７限 リス特訓 日・世
日本史

８限 論述・演習

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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実力強化理系（国公立大）コース

駿台予備学校の体系的で基礎～応用まで最も実力のつくといわれるテキストを用いて実力を強化
し、成績を伸ばします。基礎力を養い実力アップを図って第一志望大学合格を果たしたいという皆
さんを合格へ導くコースです。はじめはこのコースからスタートし受験時にジャンプアップしませんか。

実
力
強
化
コ
ー
ス

信州大学（工学部）

学力別クラスで５教科７科目の共通テストにも万全の対応

各教科のポイント

英語 確かな基礎力養成を目的として開発したマスター教材により、語彙力・
熟語力や構文力・読解力などを養うとともに、あらゆる入試問題に対応
できる総合力の錬成に努めます。共通テスト英語演習ではリスニング対
策も行います。

数学 基本事項の定着から発想力・応用力の養成までに力を注ぎます。さらに、
最近の入試傾向に対応した問題演習により、柔軟な思考力と計算力・実
戦力を培います。

国語 現代文・古文・漢文ともに共通テストでの高得点を目指して体系的に学
習します。また、記述対策が必要な人にも万全の指導をします。

理科 体系的にまとめられた教材を用いて、基礎力の徹底強化から応用力養成
までバランスのとれた学力の向上を目指します。化学・生物は薬学部・
農学部対策の問題演習（アクティブ・カリキュラム）も選択できます。

地歴・公民 共通テストの出題傾向を分析して編集した教材で、基本事項の定着と体
系的理解を図ります。地歴は「Ｂ」の内容で授業を行います。（「A」の
範囲にも対応）

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本に、各系統の論文入試対策に
万全を期します。

❶駿台ＣＡＮシステムによる、共通テストウェートの高い中堅国公立大学の理
系学部や薬・医療系学部に合格するための必勝カリキュラムです。基礎的な
重要事項の徹底理解と、問題演習を通して応用・実戦力を磨き総合学力を養
成します

❷基礎力から実戦力・応用力までを養成する駿台の基幹教材と志望大学別対策
を使用します

❸不得意科目・分野の早期克服のための特別講座、特定分野・領域の理解を深
め発展させるための第２・４タームの特訓講座、個別試験直前の特別演習（第
５ターム）などで学力強化を図ります

❹クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行いま
す

❺「記述模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受験で実戦力
に磨きをかけます

【目標大学】
難関国公立大学、国公立大学の理系学部

実力強化理系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限
（地歴） （地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
化学 物・生 英語 物・生

４限 英語

５限
数学 英語

漢文
数学 数学

６限 数学

７限 リス特訓
化学

古文
（公民）

現代文

８限

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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実
力
強
化
コ
ー
ス

信州大学（松本キャンパス）

学力別クラスで６教科７科目の共通テストにも万全の対応

各教科のポイント

英語 構文・文法の基礎力養成を目的として開発したマスター教材により、語
彙力・熟語力・構文力・読解力などを強化して、総合的に英語力を高め
ます。共通テスト英語演習ではリスニング対策も行います。

数学 共通テスト・個別試験の出題範囲である数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂの分野を基
本事項の定着から応用力向上まで、十分な時間をかけて徹底的に学習し
ます。

国語 現代文はあらゆるジャンルの文章に対応できる読解力・表現力・論述力
などを養成します。古文は、古語文法の定着と正確な語彙力を養成し、
文章の構造的理解を通して解釈力を向上させます。漢文は、基本的な句
形・句法・用字法を定着させ、多くの漢文に接することで語彙力・読解
力を養成します。

理科

重要事項の定着と体系的理解を図ることにより、共通テスト、個別試験・
私大入試いずれでも高得点できる実力を身につけます。

地歴・公民

共通テスト対策として、各科目とも「理科基礎」の範囲を、集中授業に
より効率よく学習します。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本に、各系統の論文入試対策に
万全を期します。

❶駿台ＣＡＮシステムによる、共通テストウェートの高い中堅国公立大学の文
系学部に合格するための必勝カリキュラムです。共通テスト、個別試験、論
文試験のすべてに対応する総合学力を養成します

❷基礎力から実戦力・応用力までを養成する駿台の基幹教材と、志望大学別対
策教材を使用します。個別試験直前に特別演習（第５ターム）を行います

❸不得意科目・分野の早期克服のため、特定分野・領域の理解を深め発展させ
るための第２・４タームの特訓講座、個別試験直前の特別演習（第５ターム）
などで学力強化を図ります

❹クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行いま
す

❺「記述模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受験で実戦力
に磨きをかけます

実力強化文系（国公立大）コース

駿台予備学校の体系的で基礎～応用まで最も実力のつくといわれるテキストを用いて実力を強化
し、成績を伸ばします。基礎力を養い実力アップを図って第一志望大学合格を果たしたいという皆
さんを合格へ導くコースです。はじめはこのコースからスタートし受験時にジャンプアップしませんか。

【目標大学】
難関国公立大学、国公立大学の文系学部

実力強化文系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限
（地歴） （地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
現代文 古文

英語
英語 英語

４限 漢文

５限
数学 日本史

英語
地歴 数学

６限
地歴

７限 リス特訓 日・世
（公民） 日本史

８限 生物基礎 論述・演習 地学基礎

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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駿台予備学校の体系的で基礎～応用まで最も実力のつくといわれるテキストを用いて実力を強化
し、成績を伸ばします。基礎力を養い実力アップを図って第一志望大学合格を果たしたいという皆
さんを合格へ導くコースです。はじめはこのコースからスタートし受験時にジャンプアップしませんか。

実
力
強
化
コ
ー
ス

中央大学

英・数・理を徹底的に鍛え、ワンランク上へ

各教科のポイント

英語 構文・文法の確かな基礎力養成を目的として特別に開発したマスター教
材により、構文力・文法力・読解力などを養成します。また、私大の出
題傾向に対応した「英語研究（私大対策）」により、実戦力を強化します。
共通テスト英語演習ではリスニング対策も行います。

数学 基本事項の定着から発想力・応用力の養成まで効果的に指導します。さ
らに、近年の入試傾向に対応した「数学特講」の豊富な演習により、計
算力・実戦力を高めるとともに、柔軟な思考力を養成します。

理科 基礎力強化から応用力養成までスムーズに力がつくように、体系的にま
とめられた教材による講義に加えて、豊富な問題演習を行い、知識の定
着と実戦力の強化を図ります。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本に、各系統の論文入試対策に
万全を期します

❶駿台ＣＡＮシステムによる、私立大学の理系学部に合格するための必勝カリ
キュラムです。私大専願の有利さを最大限に生かしたカリキュラムで、志望
校のランクアップ合格を目指します

❷不得意科目・分野の早期克服のため、特定分野・領域の理解を深め発展させ
るための第２・４タームで学力強化を図ります。共通テスト利用方式にも万
全に対応します

❸クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行いま
す

❹確かな総合学力を養成する基幹教材と、入試傾向を徹底的に研究して編集し
た志望大学別私大対策教材を使用します

❺「記述模試」「共通テスト対策模試」など数多くの模試の必須受験で実戦力
に磨きをかけます

国語 現代文の基礎を重点的にフォローするとともに、入試レベルにまで引き
上げます。

実力強化理系（私立大）コース
【目標大学】
難関私立大学、私立大学の理系学部

実力強化理系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限
（地歴） （地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
化学 物・生 英語 物・生

４限 英語

５限
数学 英語

英語
数学 数学

６限 数学

７限 リス特訓
化学

古文
（公民）

現代文

８限

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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実
力
強
化
コ
ー
ス

日本大学

ランクアップ合格を可能にする主要私立大必勝コース

各教科のポイント

英語 基礎力強化を目的として特別に開発したマスター教材により、基礎力の
定着から応用力養成まで総合的に英語力を高めます。さらに、最近の私
大入試傾向に完全対応した「英語研究（私大対策）」の授業により実戦
力を強化し、大学合格を確かなものとします。共通テスト英語演習では
リスニング対策も行います。

数学 細分化された高校数学を再編成して体系づけて編集された質の高い教材
を使用して、数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂを基礎力の定着から応用力の錬成まで、
十分な時間をかけて発展的に指導します。

国語 現代文は、あらゆるジャンルの文章に対応できる読解力・思考力のアッ
プを図ります。古文は、古語文法の定着と語彙力を強化して総合力を向
上させます。漢文は、基本的な句形・句法・用字法の定着により語彙力・
読解力を養成し、志望校合格を図ります。

地歴・公民 私大入試を徹底分析して開発した教材により、基本事項の正確な定着と
体系的理解を図り、本番での得点源となるように、あらゆる入試問題に
対応できる実力を身につけます。

論文 講義→テスト・添削指導→個別指導を基本に、各系統の論文入試対策に
万全を期します。

❶駿台ＣＡＮシステムによる、私立大学の文系学部に合格するための必勝カリ
キュラムです。私大専願の有利さを最大限に生かしたカリキュラムで、志望
校合格を確かなものにします

❷不得意科目・分野の早期克服のため、特定分野・領域の理解を深め発展させ
るための第２・４タームの特訓講座、入試直前の特別演習（第５ターム）な
どで学力強化を図ります。共通テスト利用方式にも万全に対応しています

❸クラス担任制により、入試結果説明会、入試動向説明会などもホームルーム
時にクラス単位で実施するなど、きめ細かな情報提供やアドバイスを行います

❹確かな総合学力を養成する基幹教材と、入試傾向を徹底的に研究して編集し
た志望大学別対策教材を使用します

❺「記述模試」「共通テスト対策模試」などの模試を必須受験することで実戦
力を磨きます

駿台予備学校の体系的で基礎～応用まで最も実力のつくといわれるテキストを用いて実力を強化
し、成績を伸ばします。基礎力を養い実力アップを図って第一志望大学合格を果たしたいという皆
さんを合格へ導くコースです。はじめはこのコースからスタートし受験時にジャンプアップしませんか。

実力強化文系（私立大）コース
【目標大学】
難関私立大学、私立大学の文系学部

実力強化文系　時間割モデル
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１限
（地歴） （地歴）

２限 共テＴＴ 共テＴＴ 共テＴＴ

３限
現代文 古文

英語
英語 英語

４限 漢文

５限
数学 日本史

英語
地歴 数学

６限
地歴

７限 リス特訓 日・世
（公民） 日本史

８限 生物基礎 現代文 地学基礎

＊共テTT（共通テストタイムトライアル）
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