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後期日曜特訓
○ 志望大学別・テーマ別講座
後期日曜特訓は、「東大英語」・「一橋大国語」・「早慶上智大英語」等の志望大学別の対策講座や、「英作文」・
「数Ⅲ頻出問題演習」・「日本史論述」等のテーマ別の講座を開講します。これらの講座から、各自の志望校合格に
必要な講座を自由に選択し、過去問演習を効率的に進めるために役立ててください。

時間 講座名 （担当講師） 講座内容

9月30日(日)
9:00～13:10

東大ＰＪ数学・文系
（担当：長谷　大輔）

東大・一橋大などの難関国立大から厳選した問題でテスト演習を行います。問題を読み取る

読解力、手持ちの解法をいかに使い解答を作り上げていくかという構想力、部分点を確実に

獲得するための記述力など難関大合格に不可欠な力を鍛えます。

9月30日(日)
9:00～13:10

東大ＰＪ数学・理系
（担当：長谷　大輔）　　＊演習別時間実施

東大・東工大などの難関国立大から厳選した問題でテスト演習を行います。問題を読み取る

読解力、手持ちの解法をいかに使い解答を作り上げていくかという構想力、部分点を確実に

獲得するための記述力など難関大合格に不可欠な力を鍛えます。

9月30日(日)
9:00～13:10

早稲田大・上智大国語
（担当：上里　捺記）

早稲田大・上智大の入試問題から厳選した現代文・古文の読解問題を演習します。難関大

で合格点を取るために必要となる読み方や背景知識とともに、各設問形式の解法を伝授し

ます。解説講義を通じて過去問演習における指針も明示します。

9月30日(日)
14:00～18:10

一橋大国語　答案練習会
（担当：佐藤　洋平）

一橋大の国語の問題を実戦テスト演習・解説講義形式で学習します。 要約問題・現古融合

文・明治文語文など一橋大特有の問題への対処法や今後の学習法を指導します。答案の

添削指導も行い、各自の合格のために必要な点を取る術を指南します。

9月30日(日)
16:00～20:10

京大国語　答案練習会
（担当：佐藤　洋平）

京都大の国語の問題を実戦テスト演習・解説講義形式で学習します。 現代文・古文それぞ

れの解法とともに、得点の取れる答案の書き方を指導します。添削指導も行い、各自の合格

のために必要な点を取る術を指南します。

10月7日(日)
9:00～13:10

一橋大・京大英語
（担当：長谷川　佳紀）

一橋大・京都大ともに、和訳・説明問題を中心とした読解問題と、英作文・リスニングが主に

出題されます。両大学合格のために必須のこれらの問題を実戦形式で演習し、各大問のア

プローチ法や記述答案作成のポイ ント、過去問の活用法を指南します。

10月7日(日)
9:00～13:10

英作文ゼミ （和文英訳）
（担当：設楽　通浩）

中堅国公立大やＭＡＲＣＨレベルの大学で出題される２行程度の基本的な英作文の問題を

演習します。最初に演習⇒解説の形式で書き方のポイントを学び、その後授業内で個別に

添削を行います。この講座で英作文の書き方を身につけましょう。

10月7日(日)
14:00～18:10

東工大英語　答案練習会
（担当：髙松　康二）

東工大英語の問題を実戦テスト演習・解説講義形式で学習します。大問数２つでありながら

分量の多い和訳・英訳中心の問題に、時間内にいかに対処するかを指導します。設問別の

解法を確認するとともに、各自の答案の添削指導も行います。

10月8日(月祝)
9:00～13:10

東大・東工大物理　答案練習会
（担当：戸辺　英郎）

東大をはじめ東工大・京大・医学部などの難関国立大で重要となる各分野の問題を演習し

ます。実戦演習と解説講義を通じて、問題の考え方やアプローチ法、答案作成法などを伝

え、合格点をとるために必要な実戦力を鍛えます。

10月8日(月祝)
9:00～13:10

東大・一橋大日本史 論述演習
（担当：佐藤　一郎）

東大・一橋大をはじめとする難関国立大２次試験の論述問題を演習し、その場で添削指導

を行います。大学別の頻出分野・テーマをおさえた問題を演習することにより、何をどう書くと

得点につながるかを指南します。

10月8日(月祝)
9:00～13:10

東大・一橋大世界史 論述演習
（担当：星　征史）

東大・一橋大をはじめとする難関国立大２次試験の論述問題を演習し、その場で添削指導

を行います。様々な時代・地域・テーマの問題で演習することにより、知識事項や歴史の流

れの確認をするとともに、得点の取れる答案の作成法を徹底指導します。

10月8日(月祝)
14:00～18:10

東大・東工大化学　答案練習会
（担当：伊藤　護）

東大をはじめ東工大・京大・医学部などの難関大入試でポイントとなる、理論化学・有機化

学の分野を中心に、指定時間内での問題演習を行います。解説講義を通じて、問題の読み

取り、重要事項の整理・確認・問題への活かし方、答案作成法を学びます。

10月21日(日)
9:00～13:10

東大英語　答案練習会
（担当：髙松　康二）

東大英語の問題を実戦テスト演習・解説講義形式で学習します。本科授業での大問別演習

を基に実戦形式での演習を行うことで、時間配分や答案作成法を確認します。また、答案の

添削指導を通して、各自の合格に必要な得点を取る術を指南します。

10月21日(日)
9:00～13:10

数学頻出問題特講 三角・指数・対数編
（担当：長谷　大輔）

差がつきやすいけれど得点源にするべき三角関数・指数対数関数の分野を、センター試験

から中堅国公立大レベルで頻出の典型問題を演習しながら総整理します。公式の理解から

一歩進んで、それを入試問題で使えるレベルへと引き上げ、得点力を向上させます。

10月21日(日)
9:00～13:10

ＭＡＲＣＨ現代文
（担当：上里　捺記）

ＭＡＲＣＨ各大学のレベルや出題形式の特徴、過去問の活かし方にも言及しながら、現代文

で安定して合格点を取るための方法を伝授します。入試問題演習を通じて、読み方のポイン

トを再確認するとともに、客観問題を中心とした設問の解答力を養います。

10月21日(日)
14:00～18:10

東大国語　答案練習会
（担当：上里　捺記）

東大の国語の問題を実戦テスト演習・解説講義形式で学習します。 現・古・漢それぞれの

解法とともに、得点の取れる答案の書き方を指導します。添削指導も行い、各自の合格のた

めに必要な点を取る術を指南します。

10月21日(日)
14:00～18:10

早慶上智大英語長文
（担当：長谷川　佳紀）

早稲田・慶應義塾・上智各大学の傾向を踏まえながら、合格点を取るための論理的な読み

方や、限られた時間の中で解答を導き出すための戦略を余すことなく公開します。また、大

学・学部別の出題傾向やレベルの分析に基づいて対策の指針も示します。

10月21日(日)
14:00～18:10

形式別私大英語長文
（担当：城戸　雅典）

この講座では、中堅私立大学で出題された読解問題を使い、空所補充や内容一致を中心に

設問形式ごとに演習し、得点力を向上させます。それぞれの設問特有の出題者の聞きたい

ポイントがあることを知ることにより、標準的な長文での得点力を高めます。



○ センター対策特訓
国公立大志望者・私立大志望者いずれにとっても非常に重要となるセンター試験は、形式・内容とも２次試験や
私大入試とは異なる特徴があります。したがって、特化した正しい対策を講じ、過去問演習を重ねることが肝要で、
それにより高得点を狙うことが可能です。本格的な過去問演習を始める前に英語・数学・国語のセンター試験の概
要と大問別の対策法を伝授し、実際の問題演習を通じてその解法を習得します。

9月16日（日） 9:00～18:10 センター対策・数学 （担当：宮崎 格久）
＊ⅠＡのみの場合は 9:00～13:10 となります

10月 7日（日） 13:50～20:10 センター対策・国語 （担当：佐藤 洋平）

10月8日（月祝） 13:50～20:10 センター対策・英語 （担当：福嶋 正雄）

○ 秋の理社集中特訓
現役生がこれから最も得点力を上げられるのが理科・社会です。一通り学習範囲が終了に近づくこの時期に、特
定の科目を２日間にわたって集中的に演習することで、これまでに蓄えた知識を入試問題で使えるように整理します。
知識の整理から、得点につなげる演習までを行う充実の２日間をお約束します。

日時 11月3日（土祝）・4日（日） 9:00～19:10 （レベルにより時間が異なります）

科目 物理・化学・日本史・世界史

11月3日(土祝) 9:00～13:40 11月3日(土祝) 14:20～19:00 11月4日(日) 9:00～13:40 11月4日(日) 14:20～19:00

物理 ― 全レベル スタンダード ハイレベル

化学 全レベル① 全レベル② ハイレベル スタンダード

日本史 スタンダード ハイレベル 全レベル① 全レベル②

世界史 スタンダード ハイレベル 全レベル① 全レベル②

＊上記の講座より３講座を選択して受講してください。

時間 講座名 （担当講師） 講座内容

11月11日(日)
9:00～13:10

ＭＡＲＣＨ英語長文
（担当：福嶋　正雄）

過去問演習が進んでいるこの時期に、ＭＡＲＣＨ合否のカギを握る長文読解問題を集中的に

演習します。現段階での到達度を確認するとともに、点の取れる読み方・解き方を指南しま

す。各大学の形式・レベルなどの特徴や、過去問の活用法にも言及します。

11月18日(日)
9:00～13:10

ＭＡＲＣＨ古文
（担当：星野　洋介）

ＭＡＲＣＨレベルの読解問題を演習します。分からなくてよいところ、分からなければならない

ところをはっきりさせ、読解問題での点の取り方をお伝えします。重要知識はもちろんのこと、

知っておきたい作品の背景知識にも言及し、古文への不安を一掃します。

11月18日(日)
9:00～13:10

生物・テーマ別頻出問題演習
（担当：井上　正嘉）

この講座では、苦手とする受験生の多い「実験・考察問題」・「生物計算問題」をモノにしま

す。頻出問題を実戦形式で集中的に演習を行うことで得点力を養いますので、センター試験

から一般試験まで、このテーマを得点源にしたい生物受験者必見の講座です。

11月18日(日)
14:00～18:10

英語・でるでるゼミ
（担当：設楽　通浩）

このゼミでは、英文中に出てくる単語を題材として入試情報をどんどん出していきます。例え

ば「この英文中のrespectに関して入試で問われるのは、①―、②…、 ③～」という感じで

す。重要知識を整理し、試験会場にそのまま持っていけるノートができます。

11月23日(金祝)
9:00～13:10

数学頻出問題特講 ベクトル編
（担当：下田　雄太）

苦手とする人も多い「ベクトル」の分野について、センター試験から中堅国公立大レベルで頻

出の典型問題を演習・解説形式で扱います。解法の暗記にとどまらず、基本概念を理解し、

入試問題で使えるレベルへと引き上げ、当該分野の得点力を向上させます。

11月23日(金祝)
14:00～18:10

英文法頻出問題ランダム演習
（担当：髙松　康二）

センター試験や、人気の高いＭＡＲＣＨレベルの大学から厳選した文法問題を実戦形式で演

習します。空所補充・整序英作文・正誤問題等様々な形式の問題を演習した後、解説講義

では重要知識の確認や設問処理方法の確認を行い、実戦力を高めます。

11月23日(金祝)
14:00～18:10

理系数学Ⅲ頻出問題演習
（担当：下田　雄太）

国公立大や人気私立大で出題された数学Ⅲの入試頻出問題を、微分・積分を中心に演習し

ます。ⅠＡ ⅡＢとは異なる知識が要求される数Ⅲは、学び始めるのも遅く、演習量が不足し

がちです。頻出問題の解法を演習形式で整理し、確固たる得点力を養成します。



ｅｎａ国立大学受験部

〒186-0002 国立市東1-4

０４２-５７４-１３０１(代)(

2018年度後期日曜特訓・合宿 要項

■後期日曜特訓要項

会場 ena国立大学受験部

時間
１限 9:00～13:10 ２限 14:00～18:10
（一部時間が異なる講座もあります）

受講料
１講座 7,020円（税抜6,500円）
＊理社集中特訓は２日間（4.5時間×最大３講座）で２
講座分の受講料（14,040円（税抜13,000円））です

会 場

日曜特訓会場

■秋期入試対策合宿 要項

会場 ena清里合宿場

日程
9月22日（土）～9月24日（月祝）
＊22日の集合時間は15:00（国立校）

受講料
38,880円（税抜36,000円）
＊交通費・宿泊費等込み

秋期入試対策合宿

○ 国公立大コース
英語は２次試験対策として、記述式の読解・作文の問題を徹底演習します。テスト演習⇒解説講義⇒添削指導
の流れで、設問の意図の読み取り方から合格答案の作り方までを指導し、記述問題でいかに得点するかを学びます。
数学はⅠＡⅡＢ範囲について、センターレベルの典型問題演習と、２次試験で差のつくレベルの問題の演習を行い
ます。問題の意図を正しく読み取り、解答に至るまでの道筋を見つけ、得点力を向上させます。

１限 １日目18:50～22:00 ＆ ２日目7:00～12:00 国公立大英語演習

２限 ２日目12:40～18:00 国公立大数学演習／現代文・古文演習

３限 ２日目18:50～22:00 ＆ ３日目7:00～13:50 数学ⅠＡⅡＢセンターレベル演習

４限 ３日目14:00～16:00 数学実戦テスト演習

１限 １日目18:50～22:00 ＆ ２日目7:00～16:20 ＭＡＲＣＨ国語（現代文・古文）

２限 ２日目16:30～22:00 ＆ ３日目7:00～16:00 ＭＡＲＣＨ英語

○ 私立大（MARCH）コース
競争が激化しているMARCH各大学の文系学部合格のために、英語・国語の実戦演習に特化した合宿を行います。
これから本格的な過去問演習を始めるにあたり、形式別入試問題演習⇒解説講義⇒復習の流れで、合格に必要
な知識や得点法、学習法を学び、実践します。最後には実戦形式でのテスト演習も行い、合格力を養います。

日程 9月22日（土）～24日（月祝） ＊22日は15:00に国立校集合となります。

場所 ena清里合宿場


