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科目・レベル カリキュラム・テキスト・ポイント

英語
９レベル設定
①α　
②αα1
③α1
④α2
⑤α2α3
⑥α3
⑦α4
⑧α4α5
⑨α5

◆【読解・リスニング】総合テスト演習２日間

◆【作文・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。

＊αα１レベル：αとα１の合同レベルです。
＊α２α３レベル：α２とα３の合同レベルです。
＊α４α５レベル：α４とα５の合同レベルです。

数学
【理系志望者】
3レベル設定
①発展
②応用
③標準

◆ カリキュラム  実戦テスト演習　全４日間

理系数学発展演習：東大・旧帝大医学部・慶應医・慈恵医大・日医大などの志望
者を対象に、理系最上位レベルの実戦演習を行います。

理系数学応用演習：東工大・旧帝大非医学部・早慶志望者を対象に、標準～応用
レベルの実戦演習を行います。

理系数学標準演習：典型題を中心に、標準レベルの実戦演習を行います。

◆ 教材（演習プリント）は授業時に配付します。

数学
【文系志望者】

◆ カリキュラム  実戦テスト演習　全４日間

文系数学発展応用演習：東大・一橋大などの志望者を対象に、記述式の実戦演習
を行います。

◆ 教材（演習プリント）は授業時に配付します。

東大国語
難関国語
私大国語
文系小論文

各全４日間

＊ 東大国語

Dターム
　２日間×４時間

◆  実戦演習を通して、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認
します。東大国語・難関国語・私大国語では、共通テストに向けた演習も並行して
行います。

◆  東大国語・難関国語・私大国語・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いたします。

◆  文系小論文：あらかじめ「小論文Prime」を受講していない場合、受講できません。 

◆  医学部小論文：この時期は共通テスト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】『共通テスト国語知識』　全２日間　＊Dターム1日間×4時間
◆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。

【冬期講習】
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科目・レベル カリキュラム・テキスト・ポイント

物理
　上級演習
　標準演習

各全4日間

◆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
　東大化学
　難関化学

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東大化学：東大・京大・慶應大（医）など、基礎を踏まえた思考力、丁寧な読解力、
高度な計算力、化学的な洞察力を求められる入試問題の演習を行います。

②難関化学：東工大・各国公立大および私立大の医学部など、基礎知識をもとに標準的
な問題を正確に速く解くことが求められる入試問題の演習を行います。

生物
　東大難関生物

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きます。

共通テスト
　「化学基礎」

共通テスト
　「生物基礎」

対策講座

いずれか一方（４
日間）のみの受講も
できます。

＊文系志望者

◆共通テスト化学基礎の対策講座（全4日間）　
◆共通テスト生物基礎の対策講座（全４日間）

◆文系志望者に向けた講座です。難関大学を目指す皆さんは二次試験への勉強に忙しく、
理科は効率的に学習を進めたいところです。化学基礎の対策では、ミクロのイメージ
をもって理解すること、molなどの計算に慣れることが大切です。生物基礎の対策では、
知識を確実なものにしていくことが大切です。旧センター試験の過去問を題材に採り
あげて、共通テストで９割以上の高得点をとるポイントを示します。また、共通テスト
直前期の学習法を提案します。

◆テキストは授業時に配付します。レベルチェックはありません。

◆夏期講習と同内容です。

＊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　受講料・登録料　　＊金額：全て税込表示

◆受講料【内部生・一般生・元内部生共通】・登録料【一般生】

日数・時間 受講料 登録料

【4日間×2時間】
各22,880円

受講科目（講座）数に関わらず
2,200円

【2日間×4時間】

【2日間×2時間】
各11,440円

【1日間×4時間】

※一般生の方は受講料に加え、登録料（2,200円）を頂戴します。

※以前、通常授業にお通いいただいた方（元内部生）は、登録料（2,200円）を免除いたします。

※カリキュラム・日程・時間・会場・担当者など変更させていただく場合もございます。予めご了承く

ださい。

冬期講習申込方法 【内部生】

◆申込開始日： 10月27日（木）12：00～
◆申込締切日： 11月30日（水）　但し、定員になり次第締め切らせていただきます。

１．マイページよりお申し込みください。

２．冬期講習受講料のお支払い

① 銀行口座引落登録済の方　口座引落日：12月26日（月）
② 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26日（月）

＊通常授業料を月払（月度払）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12月度授業料
も請求させていただきます。

【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。

グノーブル事務局【新宿1号館・受付】
MAIL：info@gnoble.co.jp　　TEL：03-5371-5487
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冬期講習申込方法 【一般生・元内部生】

◆申込開始日：　11月４日（金）　  ＊Web申込開始日：11月３日（木祝）16：00～
◆申込締切日：　11月30日（水）　但し、定員になり次第締め切らせていただきます。

１．ホームページ『冬期講習一般生・元内部生専用Web申込』よりお申し込みください。

　またはホームページ『冬期講習受講申込書（一般生・元内部生）』をダウンロード・プリントアウト後、

必要事項をご記入のうえ、事務局または各本館受付（渋谷、お茶の水、たまプラーザ、横浜）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。
＊発送まで10日程お時間をいただいております。

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て、最寄りの郵便局またはコンビニエン

スストアよりお支払いください。
＊郵便局またはコンビニエンスストアにてお支払いいただいた際の振替払込請求書兼受領証もしくは払込受

領書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。

＊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2-7 -5 中島第二ビル2Ｆ グノーブル事務局　講習申込係
　FAX ：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。

＊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1号館・受付】
MAIL：info@gnoble.co.jp　　TEL：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 ―
共通テスト後、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 5,720円 （全４回22,880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。

　【テスト】▶ 10：00 ～ 12：30
　【解　説】▶ 13：15 ～ 14：45

1回 5,390円
【全4回 21,560円】

国公立大
医学部対策

◆国公立大医学部・慶應医・慈恵医大・日医大を含む医学部志
望者を対象に実戦演習を行います。
　【テスト】▶ 10：30 ～ 12：45
　【解　説】▶ 13：15 ～ 14：30

1回 5,390円
【全4回 21,560円】

東工大・
難関国公立大理系
対策

◆東工大・国公立大理系（地方医学部を含む）志望者を対象に
実戦演習を行います。

◆日程により校舎・時間帯が異なります。時間割をご覧ください。

1回 5,390円
【全4回 21,560円】

早慶大・
標準国公立大理系
対策

◆早慶大・首都圏国公立大理系志望者を対象に、典型問題・合
否を分ける問題を主に扱い、実戦演習を行います。
　【テスト】▶ 13：00 ～ 15：00
　【解　説】▶ 15：30 ～ 16：30

1回 3,960円
【全2回】7,920円

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。

　【テスト】▶ 12：30 ～ 14：10
　【解　説】▶ 14：30 ～ 15：30

1回 3,960円
【全4回 15,840円】

一橋大対策
◆ 一橋大志望者を対象に実戦演習を行います。

　【テスト】▶ 12：00 ～ 14：00
　【解　説】▶ 14：30 ～ 15：30

1回 3,960円
【全４回15,840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、共通テスト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 5,720円 （全２回11,440円）
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― 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。

◆東大化学：東大・京大・慶應大（医）など、基礎を踏まえた思考力、丁寧な読解力、高度な計算力、
化学的な洞察力を求められる入試問題の演習を行います。

◆難関化学：東工大・各国公立大および私立大の医学部など、基礎知識をもとに標準的な問題を正確に
速く解くことが求められる入試問題の演習を行います。

【受講料】  １回 5,720円 （全２回11,440円）

― 生 物 ―
◆難関生物：各国公立大および私立大の医学部や難関大の理工系各学部など、基礎知識を踏まえた論述

問題・考察問題の過去問対策を行い、入試を突破する力を身につけます。

【受講料】  1 回 5,720円（全 2回 11,440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ましょう。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。それぞれ１回完結の講座のため、入試
日程などのスケジュールにあわせて、１回からの受講が可能です。

東大国語　全３回　1. 現代文①　2. 古文漢文　3. 現代文②
難関国語　全１回　実戦演習（現代文、古文）

※お茶大・筑波大・京大・阪大・東北大・都立大などの２次に国語のある国立大志望者向け

私大国語　全２回　1. 現代文・古文・漢文①　2. 現代文・古文・漢文②
一橋国語　全２回　実戦演習（現代文、近代文語文、要約）

　　　　　【受講料】  １回 5,720円 （全２回11,440円、全３回17,160円）

京大国語　全２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 6,820円（全２回13,640円）

医学部小論文　全４回　実戦演習
文系小論文　　全２回　実戦演習

※医学部小論文、文系小論文：あらかじめ「小論文Prime」を受講していない場合、受講できません。 

　　　　　【受講料】  １回 5,720円 （全２回11,440円、全４回22,880円）
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直前講習 申込方法
◆申込開始日【内部生・一般生・元内部生共通】：11月14日（月）
◆申込締切日【内部生・一般生・元内部生共通】：2023年1月6日（金）

＊但し、定員になり次第締め切ります。

【内部生：申込方法】
１．マイページよりお申し込みください。
２．直前講習受講料のお支払い
① 銀行口座引落登録済の方　口座引落日：1月26日（木）
② 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26日（木）

【一般生・元内部生：申込方法】
１．ホームページ『直前講習一般生・元内部生専用Web申込』よりお申し込みください。
　またはホームページ『直前講習受講申込書（一般生・元内部生）』をダウンロード・プリントアウト後、
必要事項をご記入のうえ、事務局または各本館受付（渋谷、お茶の水、たまプラーザ、横浜）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。

＊発送まで10日程お時間をいただいております。
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て、最寄りの郵便局またはコンビニエン
スストアよりお支払いください。

＊郵便局またはコンビニエンスストアにてお支払いいただいた際の振替払込請求書兼受領証もしくは払込受
領書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。

＊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2-7 -5 中島第二ビル2Ｆ グノーブル事務局　講習申込係
　FAX ：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。

＊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1号館・受付】
MAIL：info@gnoble.co.jp　　TEL：03-5371-5487


