
英語

英語

英語

英語

数学

数学

数学

数学

国語

国語

国語

共通テスト英語α

共通テスト英語Ａ

共通テスト英語H

私大英語

共通テスト数学α

共通テスト数学A

共通テスト数学H

共通テスト数学S

共通テスト国語A

共通テスト国語H

私大国語

◎麻生本校2021冬期講習 
　講座案内 講座内容コメント

教科名 講座名 第1ターム 第2ターム 第3ターム

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標95％以上のコースです。

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標95％以上のコースです。

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標95％以上のコースです。

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標90％以上のコースです。

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標90％以上のコースです。

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標90％以上のコースです。

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標80％以上のコースです。

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標80％以上のコースです。

共通テスト英語リーディングとリスニングの
総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をし
ます。目標80％以上のコースです。

SS55以上の中堅私立大学で出る長文内
容一致問題で得点率70％以上の得点獲
得を目標とした講座です。

SS55以上の中堅私立大学で出る文法問
題などの小問で得点率75％以上の得点獲
得を目標とした講座です。

共通テスト数学ⅡＢの完璧な仕上げ講座。
各単元ごとにポイント解説をしていきます。目
標90％以上のコースです。

共通テスト数学ⅠAの完璧な仕上げ講座。
各単元ごとにポイント解説をしていきます。目
標90％以上のコースです。

共通テスト数学全範囲の完璧な仕上げ講
座。実践形式で時間配分を含め指導してい
きます。目標90％以上のコースです。

共通テスト数学ⅡＢの完璧な仕上げ講座。
各単元ごとにポイント解説をしていきます。目
標85％以上のコースです。

共通テスト数学ⅠAの完璧な仕上げ講座。
各単元ごとにポイント解説をしていきます。目
標85％以上のコースです。

共通テスト数学全範囲の完璧な仕上げ講
座。実践形式で時間配分を含め指導してい
きます。目標85％以上のコースです。

共通テスト数学ⅡＢの総まとめ講座。各単元
ごとにポイント解説をしていきます。目標
75％以上のコースです。

共通テスト数学ⅠA全範囲の総まとめ講座。
各単元ごとにポイント解説をしていきます。目
標75％以上のコースです。

共通テスト数学全範囲の総まとめ講座。実
践形式で時間配分を含め指導していきま
す。目標75％以上のコースです。

共通テスト数学ⅡＢの総まとめ講座。各単元
ごとにポイント解説をしていきます。目標
65％以上のコースです。

共通テスト数学ⅠA全範囲の総まとめ講座。
各単元ごとにポイント解説をしていきます。目
標65％以上のコースです。

共通テスト数学全範囲の総まとめ講座。実
践形式で時間配分を含め指導していきま
す。目標65％以上のコースです。

マーク形式の実戦問題を使用して実戦力を
つける。同時に各回にポイントを設定し、基
礎事項を再確認する。1問失点でしのぐ方
法を身につける。論理的文章1回、文学的
文章2回、古文1回、漢文2回。

マーク形式の実戦問題を使用して実戦力を
つける。同時に各回にポイントを設定し、基
礎事項を再確認する。1問失点でしのぐ方
法を身につける。論理的文章2回、文学的
文章1回、古文2回、漢文1回。

マーク形式の実戦問題を使用して実戦力を
つけ、1問失点でしのぐ方法を身につける。
論理的文章2回、文学的文章1回、古文2
回、漢文1回。

マーク形式の実戦問題を使用して実戦力を
つける。同時に各回にポイントを設定し、基
礎事項を再確認することによって80%をめ
ざす。論理的文章2回、文学的文章1回、古
文2回、漢文1回。

マーク形式の実戦問題を使用して実戦力を
つける。同時に各回にポイントを設定し、基
礎事項を再確認することによって80%をめ
ざす。論理的文章1回、文学的文章2回、古
文1回、漢文2回。

早稲田、中央、青山、立教など有名私立大
学の入試問題を用いて、経済・社会的な論
理的文章・随筆・古典問題の解法の仕上げ
を行う。現代文3回、古典3回。

日大、東洋、国学院、北海学園レベルの中
堅私大を確実にしつつ、明青立法中クラス
を狙う講座。社会・経済に関する文章を対
象に読解力、解答の方法を訓練する。現代
文6回。

マーク形式の実戦問題を使用して実戦力を
仕上げる。80%をめざす。論理的文章2回、
文学的文章1回、古文2回、漢文1回。

理科

理科

理科

理科

理科

理科

理科

地歴

地歴

地歴

公民

公民

公民

公民

全科目

共通テスト生物

共通テスト物理

共通テスト化学

共通テスト地学基礎

共通テスト物理基礎

共通テスト化学基礎

共通テスト生物基礎

共通テスト日本史

共通テスト地理

共通テスト政経

共通テスト現代社会

共通テスト倫政

PL

WEB

講座内容コメント

教科名 講座名 第1ターム 第2ターム 第3ターム

共通テストレベルの問題で知識と考え方を
徹底復習。チェックテストを通じて、前日の知
識を定着させます。

共通テストレベルの実践問題で時間配分、
知識の使い方、ミスチェック等、最大限の点
数をとれる方法を身につけてもらいます。

波動・電磁気の共通テストレベルの入試問
題を扱い、知識の確認およびその使い方の
最終確認をします。

共通テストレベルの実践問題で時間配分、
知識の使い方など実践力を養います。

理論化学・有機化学の共通テストレベルの
入試問題を扱い、知識の確認およびその使
い方の最終確認をします。

共通テスト形式の実戦問題及び同レベル
の入試問題を扱い、知識の確認およびその
使い方の最終確認をします。

共通テストレベルまたはそれより少し難しい
問題で総復習をし実践力を養います。

共通テストレベルまたはそれより少し難しい
問題で総復習をし実践力を養います。

共通テストレベルの問題で知識の確認と考
察問題の両方をしっかり学習し、共通テスト
に備えます。

平均点チャレンジ講座：正答率６０％以上の
問題をピックアップして演習・解説していきま
す。基礎・標準の確認をしたい上位の方も
是非。

８～９割チャレンジ講座：正答率５０％前後の
問題をピックアップして演習・解説していきま
す。前タームで手ごたえを感じた方も是非。

世界史の入試問題を徹底的に分析し、入
試に必要な情報のみを集約した板書と確認
問題で完全に攻略します。
（冬期範囲）戦後各国史

世界史の入試問題を徹底的に分析し、入
試に必要な情報のみを集約した板書と確認
問題で完全に攻略します。
（冬期範囲）戦後各国史

基礎事項の最終チェック。 共通テストに必
要な知識とそのポイントを再整理した後、仕
上げに共通テスト型実践問題に取り組みま
す。

共通テスト実践問題。　基礎知識が実際の
問題でどのように使用されているか、どの知識
をどこで使えばいいのかを実践問題を通じてト
レーニングします。

戦後の日本と海外の歴史を振り返ると同時
に、時事テーマも万全にします。また、共通テ
スト的な思考を身につけるべく問題演習を取
り入れます。

全体の４割を占める国際政治・経済を一挙に
得点源とする。民族紛争、国際収支、南北問
題など。第２タームが歴史的観点で理解する
のなら、第３タームは地理的観点で理解する
という感じです。

共通テスト倫理は、選択肢の文章が3行も
しくはそれ以上にわたる問題が多くみられ、
深い理解や読解力・思考力が要求される。
頻出事項を効率的に学習、入試で得点でき
る実力を養います。

共通テスト倫理は、選択肢の文章が3行も
しくはそれ以上にわたる問題が多くみられ、
深い理解や読解力・思考力が要求される。
頻出事項を効率的に学習、入試で得点でき
る実力を養います。

戦後の日本の歴史を振り返ると同時に、時事
テーマも万全にします。また、現代社会で頻
出テーマの「西欧哲学」「生産者・消費者問
題」などを取り上げます。

全体の４割を占める国際政治・経済を一挙
に得点源とする。民族紛争、国際収支、南
北問題など。第２タームが歴史的観点で理
解するのなら、第３タームは地理的観点で理
解するという感じです。

共通テストに向けて最終確認に入ります。
自分の知識で問題の解答に導く方法を、
実践問題を解きながら身につけましょう。

共通テストに向けて最終確認に入ります。
自分の知識で問題の解答に導く方法を、
実践問題を解きながら身につけましょう。

全科目個人のレベル・要望に対応して指導全科目個人のレベル・要望に対応して指導 全科目個人のレベル・要望に対応して指導 

全科目個人のレベル・要望に対応して指導全科目個人のレベル・要望に対応して指導 全科目個人のレベル・要望に対応して指導 

共通テストレベルの実践問題で時間配分、
知識の使い方など実践力を養います。

共通テスト世界史
WEB

共通テスト倫理

（a.b）
※a.bは時間が違うだけで同一内容です。



昼食

北大国語

教育大国語

国公立二次国語

私大国語A

北海北星現代文

国公立二次物理H

国公立二次化学H

国公立二次生物H

国公立二次物理S

国公立二次化学S

国公立二次生物S

北大二次地歴

国立二次小論文

北海道大学をはじめ、旧帝大クラスの記述式問題に対応する講座

北海道教育大学をターゲットとする講座

小樽商科大学、弘前大学など、全国国公立大学の記述式問題に対応する講座

早稲田MARCHあるいは、同志社、立命館など、難関私立大の国語を総仕上げする講座

道内北海、北星レベル以上の大学で、確実に得点するための答案作成 講座

北大･札医大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座

北大･札医大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座

北大･札医大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座

弘前大、北見工大ほか中堅大学をターゲットとする講座

帯畜大、弘前大、北見工大ほか中堅大学をターゲットとする講座

帯畜大、弘前大ほか中堅大学をターゲットとする講座

北海道大学（文系学部）ほか同レベルの大学をターゲットとする講座

理学部、医療各学部など、小論文および論文形式の問題に対応する講座

講座名 講座レベル教科名

理科

地歴公民

国語

その他

キリトリ線

教育大医学部

医学部 北大理系 北大文系 教育大 帯畜大・
岩手大農 他

千歳科技大・室蘭工大・
北見工大 他

東京海洋大・
千葉大 他

北大 国公立理系

国公立文系

横浜国立大 他 小樽商科大 早慶上智 他 MARCH 他 日東駒専・北海
・北星学園 他

私大 その他

弘前大・
釧路公立大 他

医学部英語

北大英語

樽商英語

教育大英語

国公立二次英語H 

国公立二次英語S

私大英語A

北海北星英語

医学部数学

北大理系数学

北大文系数学

教育大数学

国公立二次理系数学H

国公立二次理系数学S

国公立二次文系数学

私大数学

国公立大学医学部をターゲットとする講座

北海道大学をターゲットとする講座

小樽商大と同レベルの大学をターゲットとする講座  

北海道教育大学をターゲットとする講座

千葉大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座 

釧路公立大・帯広畜産大・はこだて未来大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座　

私大SS60～の大学をターゲットとする講座

北海学園大・北星学園大をターゲットとする講座

国公立大学医学部をターゲットとする講座

北海道大学（理系学部）をターゲットとする講座

北海道大学（文系学部）をターゲットとする講座

北海道教育大学をターゲットとする講座

千葉大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座

帯広畜産大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座

小樽商大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座

道医療大ほか同レベルの大学をターゲットとする講座

講座名 講座レベル教科名

英語

数学

◎直前講習講座内容／各大学の個別試験に対応した講座です。

麻生本校直前講習（本科生は受講無料）
国公立二次・私大の志望校別徹底集中指導！

医学部英語

医学部数学

国公立二次化学H

国公立二次生物H

国公立二次物理H

北大理系数学

北大英語

国公立二次化学H

国公立二次生物H

国公立二次物理H

北大国語

北大英語

北大日本史/世界史

北大文系数学

教育大数学

教育大国語

教育大英語

－

－

－

－

－ － －

－

－

－－ －

－

樽商英語 －

－ －

－

－

－

国公立二次英語H

国公立二次化学S

国公立二次数学H

国公立二次物理S

国公立二次生物S

国公立二次化学S

国公立二次数学S

国公立二次物理S

国公立二次生物S

国公立二次化学S

国公立二次数学S

国公立二次物理S

昼食

①
9：00～10：20

②
10：30～11：50

③
12：00～13：20

④
14：00～15：20

⑤
15：30～16：50

①
9：00～10：20

②
10：30～11：50

③
12：00～13：20

④
14：00～15：20

⑤
15：30～16：50

国公立二次英語H

国公立二次国語

国公立文系数学

－

国公立二次国語

国公立文系数学

国公立二次英語S

国公立二次国語

国公立文系数学

－

私大英語A

私大国語A

私大数学

私大英語A

私大国語A

北海北星現代文

私大数学

北海北星英語

面接対策

小論文

面接対策

2021年度 冬期講習会申込用紙

受講料合計 （①） 割引額 （②） （内部生のみ講座受講料の10％PL・WEB・テスト練習は除く）

※1. 時間帯は1～8時限の数字を記入　※2. A1、A2などの数字は識別番号となりますので申し込みの際は必ず記入してください。

合　計 （①ー②）

持　　参カナ

ターム 受講講座名 ※2 受講料

支払予定日 申込日 受付担当

銀行振込 渡済 要送付

そ の 他 入金済

生 徒
氏 名

時間帯 ※1

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円円

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

支
払
方
法

本科生 用※太枠内のみご記入ください。

共通テスト英語 市販テキスト代（1,430円）


