2017-18 Gnoble 冬期講習・直前講習
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【冬期講習】
受講料【内部生・一般生共通】１講座（４日間）
：22 , 464 円
登録料【一般生】2 , 160 円

1 講座（２日間）
：11 , 232 円

＊受講科目（講座）数に関わらず 2 , 160 円です。
※金額：全て税込表示

科目・レベル

英語
６レベル設定
①α （ハイレベル 1）
②α 1（ハイレベル 2）
③α 2（ハイレベル 3）
④α 3（応用レベル 1）
⑤α 4（応用レベル 2）
⑥α 5（応用レベル 3）

カリキュラム・テキスト・ポイント

◆【読解・リスニング】総合テスト演習 2 日間
◆【作文（自由英作文含む）
・文法・リスニング】総合テスト演習 2 日間

全４日間

◆ 発展的な英文を読んだり、書いたりするのに必要な英語力を身につけている東大・
医学部・早慶上智大を目指されている方を対象に実戦的演習授業【授業内で演習、
その場で解説】を行います。
◆ 教材（テスト演習プリント）は授業時に配付します。尚、使用するテスト演習プ
リントは、GSL（音声教材）に対応しています。

【特別講座】『センター発音問題対策講座』
（全２日間）

＊夏期講習と同じ内容です。

◆ 語の綴りと発音・アクセントの間には、一定の規則があります。それを２日間でコンパクトにまとめ、セ
ンター試験で問われるポイントを演習で確認します。
◆ GSL（音声教材）に対応しています。
◆ 発音問題はセンター試験失点の大きな要因です。
「センター試験で満点を取りたい」方はぜひ受講してく
ださい。
数学
【文系志望者】
東大文
国公立大文
ⅠAⅡB 標準演習

◆ カリキュラム 東大文：全４日間
国公立大文およびⅠ A Ⅱ B 標準問題演習：全２日間

東大文 ：東京大学文科各類志望者を対象に実戦的演習授業を行います。
国公立大文 ：一橋大学志望者を対象に実戦的演習授業を行います。
ⅠAⅡB 標準演習 ：数学ⅠAⅡB の中から近年の入試で頻出のテーマ、合否の分
かれ目になりそうな問題を選んで演習形式で入試前の最終確認を行います。
◆ 教材（演習プリント）は授業時に配付します。

数学
【理系志望者】
東大理
国公立医＋東工大
Ⅲ演習

◆ カリキュラム 東大理および国公立医＋東工大：全４日間
Ⅲ演習：全２日間

東大理 ：東京大学理科各類志望者を対象に実戦的演習授業を行います。
国公立医学部＋東工大 ：志望者を対象に実戦的演習授業を行います。
Ⅲ演習 ：数学Ⅲの中から、近年の入試での頻出テーマでありながらも、本格的
な難易度の高い問題にテスト演習形式で挑戦していただきます。
◆ 教材（演習プリント）は授業時に配付します。
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科目・レベル

物理
上級演習
標準演習
各全 4 日間

カリキュラム・テキスト・ポイント

◆上級演習
受験に向け、頭に最大の負荷を掛けます。
これまで以上に本格的な、難しい問題にテスト形式で挑戦してもらいます。
大学入試の最も高い壁を感じてください。
◆標準演習
よく出題される問題の中から、多くの人が間違えるものを集めました。
テストを受けて自分の弱点を抉り出しましょう。
この弱点を埋めれば人に遅れをとることはありません。

化学
総合型
有機重視型
各全 4 日間

◆大学入試に向けて、難易度の高い問題にテスト演習形式で挑戦していただきます。
◆皆さん一人ひとりの答案を確認しながら、入試を乗り越える力を養っていきます。
◆志望校・学部別対応を行うために、二種類のクラスを設定します。
①総合型クラス：化学の各分野から満遍なく出題します。
②有機重視型クラス：有機化学分野に比重を置いて出題します。

東大国語

◆ 実戦的演習を通して、各大学に応じたアウトプットができるようになっているか確

難関国語

認します。東大国語・難関国語・私大国語では、センター試験に向けた実戦演習を

私大国語
文系小論文
各全４日間

並行して行います。
◆ 東大国語・難関国語・文系小論文：冬期講習の受講生には直前期の個別添削も可能
な限り対応させていただきます。
◆ 医学部小論文：この時期はセンター試験および他教科に注力してください。直前講
習を充実させます。
◆ 教材は授業時に配付します。

【特別講座】『センター国語知識』
（全２日間）
◆ 現代文の語彙、古文の単語や文法の識別問題、漢文の句形や単語などの知識を総復習します。
◆ 文章読解は行いません。使用するプリントは授業時に配付します。

＊クラスレベル・受講内容・受講日程等についてのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
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冬期講習申込方法【内部生】
◆申込開始日：10 月 30 日（月）
◆申込締切日：12 月 4 日（月） 但し、定員になり次第締め切らせていただきます。
１．別紙「冬期講習受講申込書」に必要事項をご記入の上、グノーブル事務局または渋谷本館受付・お茶
の水本館受付までご提出ください。
２．申込書受領後、
「冬期講習申込お客様控え」を送付いたします。
３．冬期講習受講料のお支払い

① ゆうちょ銀行口座引落登録済の方 口座引落日：12 月 25 日（月）
② ゆうちょ銀行口座引落未登録の方
⇒請求書（払込票）を12 月中旬に送付いたします。支払期日：12 月 25 日（月）
＊通常授業料を小ターム分納型でお支払いいただいている方は、冬期講習受講料とあわせてＥ４ターム授
業料も請求させていただきます。

内部生限定 web 申込開始！
＊郵送または FAX でも受け付けております。

詳細はホームページをご覧ください。
www.gnoble.co.jp

送付先：〒151 - 0053 渋谷区代々木 2 - 8 - 3 新宿 GSビル１Ｆ グノーブル事務局 講習申込係
F A X ： 03 - 5371 - 5488
⇒「冬期講習受講申込書」受領後、受講登録をさせていただきます。
※申
 込書受領後、
「冬期講習申込お客様控え」を送付いたします。
控
 えがお手元に届かない場合は、お手数ですが必ずグノーブル事務局までご連絡ください。なお、郵送及び
FAXによるお申し込みの場合、申込書受領確認の電話連絡は割愛させていただきますのでご了承ください。

【受講相談】
通常授業で受講していない科目を冬期講習で希望される場合など、ご相談は随時承っております。
グノーブル事務局までお気軽にお問い合わせください。

冬期講習
受講料【内部生・一般生共通】 ※金額：税込表示
１講座（４日間）
：22 , 464円
１講座（２日間）
：11, 232円

グノーブル事務局【新宿本館・受付】03 - 5371 - 5487
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冬期講習申込方法【一般生】
◆申込開始日： 11月13 日（月）
◆申込締切日： 12 月 4 日（月） 但し、定員になり次第締め切らせていただきます。
１．別紙「冬期講習受講申込書」に必要事項をご記入の上、グノーブル事務局または渋谷本館受付・お茶
の水本館受付までご提出ください。
２．受講登録後、
「受講確認証・請求書」を送付いたします。
３．受講料のお支払いについて：
＊「受講確認証・請求書」とともに送付するグノーブル専用払込票に必要事項をご記入の上、最寄りの郵便局
よりお支払いください。グノーブル専用払込票での払い込みには、払込手数料がかかりません。
＊郵便局にてお支払いいただいた際の払込票兼受領証は大切に保管してください。当方からの領収書は発行
いたしておりません。
＊銀行振込を希望される場合は、グノーブル事務局までご連絡ください。なお、銀行振込の場合には、振込
手数料のご負担をお願いいたします。

＊郵送または FAX でも受け付けております。
送付先 ：〒151 - 0053 渋谷区代々木 2 - 8 - 3 新宿 GSビル１Ｆ グノーブル事務局 講習申込係
F A X ：03 - 5371 - 5488
⇒「冬期講習受講申込書」受領後、受講登録をさせていただきます。
※ 申込書受領後、
「冬期講習申込受講確認証・請求書」を送付いたします。
請求書がお手元に届かない場合は、お手数ですが必ずグノーブル事務局までご連絡ください。
な
 お、郵送及び FAX によるお申し込みの場合、申込書受領確認の電話連絡は割愛させていただきますので
ご了承ください。

【受講相談】
クラスレベル、カリキュラム、受講内容等についてのご相談は随時承っております。
グノーブル事務局までお気軽にお問い合わせください。

冬期講習
受講料【内部生・一般生共通】 ※金額：税込表示
１講座（４日間）
：22 , 464円
１講座（２日間）
：11, 232円

登録料【一般生】2 , 160 円 ＊受講科目（講座）数に関わらず 2 , 160 円です。
※金額：税込表示

グノーブル事務局【新宿本館・受付】03 - 5371 - 5487
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直前講習【カリキュラム・受講料】

＊金額：全て税込表示

―英 語―
センター試験後、本番直前まで週１回のいつものペースでいつものように演習問題に取り組むことが
できます。もちろん、入試日程に合わせて、１回からの受講が可能です。本番までの限られた時間、特
別なことよりも普段の授業に出席することが本番に平常心で臨むための一つの方法です。
◆ ３レベル設置：αα 1 レベル、α２α３レベル、α４α５レベル
◆ 全クラスとも読解２回（読解①、読解②）
、作文２回（作文①、作文②）の全４回です。

【受講料】 １回 5,616 円（全４回 22,464 円）

―数 学―
志望校にあわせた実戦的なテストに取り組み、解説授業を受けることができます。一人ひとりの答案
をしっかりとみて、的確なアドバイスをします。初めての方も入試直前までの総仕上げに活用してくだ
さい。１回からの受講が可能です。
クラス

カリキュラム

受講料

東大文系対策

◆東大文科各類志望者を対象に実戦演習を行います。
１回 6,696 円
【テスト】▶ 11：30 ～ 13：10
【全４回 26,784 円】
【解 説】▶ 13：30 ～ 15：30

国公立大文系対策

◆一橋大学志望者を対象に実戦演習を行います。
【テスト】▶ 11：30 ～ 13：30
【解 説】▶ 14：00 ～ 15：00

東大理系対策

◆東大理科各類志望者を対象に実戦演習を行います。
１回 6,696 円
【テスト】▶ 10：30 ～ 13：00
【全４回 26,784 円】
【解 説】▶ 13：30 ～ 15：30

国公立医学部・東工大対策

◆国公立大医学部・東工大の志望者を対象に実戦演習
を行います。
１回 5,292 円
【テスト】▶ 11：30 ～ 13：30
【全４回 21,168 円】
【解 説】▶ 13：30 ～ 15：00

ⅠAⅡB 標準演習

◆数学ⅠAⅡB の中から近年の入試で頻出のテーマ、合
否の分かれ目になりそうな問題について、テスト演習
形式で最後の仕上げを行います。
【テスト】▶ 12：30 ～ 13：30
【解 説】▶ 14：00 ～ 15：00

Ⅲ演習

◆数学Ⅲの中から近年の入試で頻出のテーマ、合否の分
かれ目になりそうな問題について、テスト演習形式で
最後の仕上げを行います。
【テスト】▶ 12：00 ～ 13：30
【解 説】▶ 14：00 ～ 15：00
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１回 3,888 円
【全２回 7,776 円】

１回 3,888 円
【全２回 7,776 円】

１回 3,888 円
【全２回 7,776 円】

―物 理―
試験が間近になりました。
この講座で頭の滋養を蓄えて、やや上向いた状態で本番を迎えてください。
上級演習（全 2 回）
：適度に難しい問題で、センターで鈍った深い思考力を取り戻しましょう。
標準演習（全 2 回）
：解きやすい問題で、受験に必須な知識を点検しましょう。

【受講料】 １回 5,616 円（全２回 11,232 円）

―化 学―
◆実戦的なテスト演習に取りくみ、解説授業を受けることができます。
◆一人ひとりの答案を確認しながら、的確なアドバイスをします。
◆本講座を活用して、平常心で本番に臨んでください。
◆志望校・学部別対応を行うために、二種類のクラスを設定します。
①総合型クラス（全 2 回）：化学の各分野から満遍なく出題します。
②有機重視型クラス（全 2 回）：有機化学分野に比重を置いて出題します。

【受講料】 １回 5,616 円（全２回 11,232 円）

― 国語・小論文 ―
本番までの限られた時間にふさわしく、実戦的な問題演習 ･ 解説授業で実力を高めることが出来ます。
これまで授業を受けてきた方にも、初めて参加する方にも、志望校への対策について、受講者一人ひとり
にアドバイスをします。受講者には過去問添削などのサポートを行います。入試日程にあわせて、１回か
らの受講が可能です。

東大国語
難関国語

全３回
全１回

1. 現代文① 2. 古文漢文
実戦演習（現代文、古文）

3. 現代文②

※お茶大・筑波大・京大・阪大・東北大などの２次に国語のある国立大志望者向け

私大国語
一橋国語

全３回
全２回

1. 古文漢文① 2. 現代文 3. 古文漢文②
実戦演習（現代文、近代文語文、要約）

【受講料】 １回 5,616 円（全２回 11,232 円、全３回 16,848 円）
京大国語

全１回

テスト演習（現代文、古文）
【テスト】▶ 13：00 〜 14：00 【解説】▶ 14：00 〜 16：00

【受講料】 １回 6,696 円
医学部小論文
文系小論文

全４回
全２回

実戦演習
実戦演習

【受講料】 １回 5,616 円（全２回 11,232 円、全４回 22,464 円）
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直前講習 申込方法
◆申込開始日【内部生・一般生共通】
：11月17 日（金）
◆申込締切日【内部生・一般生共通】
：2018 年 1月 6 日（土）

【内部生：申込方法】

＊但し、定員になり次第締め切ります。

内部生限定 web 申込開始！
詳細はホームページをご覧ください。www.gnoble.co.jp

１．別紙「直前講習受講申込書」に必要事項をご記入の上、グノーブル事務局または渋谷本館受付・お茶
の水本館受付までご提出ください。
２．申込書受領後、
「直前講習申込お客様控え」を送付いたします。
３．直前講習受講料のお支払い

① ゆうちょ銀行口座引落登録済の方 口座引落日：1月 23 日（火）
② ゆうちょ銀行口座引落未登録の方
⇒請求書（払込票）を1月中旬に送付いたします。支払期日：1月 23 日（火）

【一般生：申込方法】
１．別紙「直前講習受講申込書」に必要事項をご記入の上、グノーブル事務局または渋谷本館受付・お茶
の水本館受付までご提出ください。
２．受講登録後、
「受講確認証・請求書」を送付いたします。
３．受講料のお支払いについて：
＊「受講確認証・請求書」とともに送付するグノーブル専用払込票に必要事項をご記入の上、最寄りの郵便局
よりお支払いください。グノーブル専用払込票での払い込みには、払込手数料がかかりません。
＊郵便局にてお支払いいただいた際の払込票兼受領証は大切に保管してください。当方からの領収書は発行
いたしておりません。
＊銀行振込を希望される場合は、グノーブル事務局までご連絡ください。なお、銀行振込の場合には、振込
手数料のご負担をお願いいたします。

＊内部生・一般生：お申し込みは、郵送または FAX でも受け付けております。
送付先 ：〒151 - 0053 渋谷区代々木 2 - 8 - 3 新宿 GSビル１Ｆ グノーブル事務局 講習申込係
F A X ：03 - 5371 - 5488
⇒「直前講習受講申込書」受領後、受講登録をさせていただきます。
※申
 込書受領後、内部生の方には「お客様控え」を、一般生の方には「受講確認証・請求書」を送付いたします。
お手元に届かない場合は、お手数ですが必ずグノーブル事務局までご連絡ください。なお、郵送及び FAX
によるお申し込みの場合、申込書受領確認の電話連絡は割愛させていただきますのでご了承ください。

【受講相談】
クラスレベル、カリキュラム、受講内容等についてのご相談は随時承っております。
グノーブル事務局までお気軽にお問い合わせください。

グノーブル事務局【新宿本館・受付】03 - 5371 - 5487
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