
I N D E X

高校3年生 全講座、表示の料金に別途消費税が加算されます。
テキスト代金は別途必要となります。

講座名教科

センター分野別問題”使い切り”演習英語①

英単語・英熟語テスト”ファイナル800”英語②

■英語 2

講座名教科

集団個別ゼミ　－医学部推薦攻略講座－個別①

集団個別ゼミ個別②

個別ゼミ　－志望理由書作成講座－個別③

個別ゼミ　－小論文対策講座－個別④

個別ゼミ個別⑤

個別ゼミパック個別⑥

■個別 87

講座名教科

センター数学ⅠA　－確率と整数の最終攻略－数学①

センター数学ⅡB　－数列の最終攻略－数学②

センター数学ⅡB　－ベクトルの徹底攻略－数学③

集団個別ゼミ数学　－図形問題特訓－数学④

集団個別ゼミ数学　－三角関数特訓－数学⑤

集団個別ゼミ数学　－指数関数・対数関数特訓－数学⑥

集団個別ゼミ数学　－微分法・積分法特訓－数学⑦

個別ゼミ数学　－私立医学部対策－数学⑧

■数学 43

講座名教科

時間に打ち勝つセンター現代文国語①

センター古典で使う知識の総復習国語②

私大国語国語③

■国語 5

講座名教科

集団個別ゼミ化学　－気体化学特訓－理科①

集団個別ゼミ物理　－波動特訓－理科②

集団個別ゼミ生物　－遺伝特訓－理科③

■理科 6

winter session
2014

冬期講習会
TEC PREPARATORY SCHOOL

ラ イ ブ 授 業 講 座 案 内

冬 期 講 習 会  講 座 一 覧

■時間割 1716

講座名教科

センター英語英語①

リスニング英語②

■英語 10

講座名教科

センター数学ⅠA集大成数学①

センター数学ⅡB集大成数学②

センター数学演習　－すべて解決質問対応－数学③

東大京大理系数学数学④

医歯薬難関大数学数学⑤

徳島大学対策数学ⅠAⅡB数学⑥

徳島大学対策数学Ⅲ数学⑦

■数学 1211

講座名教科

センター現代文　ー二択に勝つー国語①

センター古典　－出題予想内容の総演習ー国語②

■国語 13

講座名教科

センター化学ファイナル理科①

■理科 13

講座名教科

集団個別ゼミ個別①

個別ゼミ個別②

個別ゼミパック個別③

■個別 14

1 2 月 & 1 月  通 期 授 業  講 座 一 覧

5，000円校 外 生 参 加 費

※全ての講座で上記受講料とは別に費用がかかります。
※途中でキャンセルされた場合でも、受講料は返金いたしません。
※上記内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承をよろしくお願いします。
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高 校 3 年 生 ライブ授業  冬期講習会  講座案内 2014

センター分野別問題”使い切り”演習
●”しくさし”厳禁!!!　教材も復習もやりきってから本番へ!!!

英語
①

この講座は授業時間内で時間を意識しながら大問を一気に解き進め、正答率の精度を上げていくことを
目的としたセンターの大問別形式演習講座です。例えば「第4問を集中的に練習したいなら"1回分15分
（目安）×5回分"」が一度の授業で取り組めます。計画的にすすめると全4回の授業で【20問】取り組むこと
ができます。授業講師の役割は不明点の質問受付と復習をきちんとやりきることの管理です。せっかくの
問題演習教材をやり残して本番を迎えることのないようにしましょう。
※センター10未受講者は指定のテキストを購入してもらいます。

12/15, 24, 1/5, 14
17:20-18:40

日程

金額 円5，000回数 回4

内容

英単語・英熟語テスト”ファイナル800”
●センター過去問15年分より厳選

英語
②

通し演習も分野別演習もしている最終段階。本番まで油断することなく取り組んで欲しい最後の項目は
「語彙」のメンテナンスです。提示されたら自信をもって即答出来る。そこまでのレベルが本番当日自分に
自信と安心を与えてくれます。この講座では指定日までにテキストの語彙を【70語】覚えてきてもらい、指
定時間でテストをします。また負荷をかけるためテスト前には今年度実施模試より【30語】その場で覚え
てもらい、先にそちらのテストをする2段階方式で進めます。（間違えたものはその日に5回書き取り必須）
時間内でのアウトプット力、付け焼刃ではない知識の定着力を磨きます。

12/22, 26, 29   17:20-18:00
1/4  14:00-14:40

1/7, 10, 12    17:20-18:00
1/16    19:00-19:40

テスト形式の授業のため毎回の授業時間は1回40分です。

日程

金額 円12，200回数 回8

内容



センター数学ⅠA　－確率と整数の最終攻略－
●出題パターンが多いだけに、やったもん勝ち

数学
①

場合の数と確率及び整数の性質を扱います。これらの分野は数学的な考え方を必要とし、公式をあては
めるのではなく、その問題にあった考え方をしなければなりません。それだけに出題パターンが多く対策
がしにくい分野です。しかし、その問題にあった考え方にたどり着けば、類題は非常に解きやすく感じま
す。つまり、いかに多くのパターンの問題をやったか、やったもん勝ちの分野です。この講座で、解法パ
ターンのネタを増やして本番に臨みましょう。

1/4　9:00-10:20
1/4　10:45-12:05

1/12, 13　19:00-20:20

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

センター数学ⅡB　－数列の最終攻略－
●高得点を目指し、最終確認。数列をモノにする。

数学
②

センター本番に合わせたレベルの問題を使い、数列の最終確認を行います。基本的な問題解法が身につ
いていることを前提とし、１つの大問で正確かつ効率的に解いていく方法を伝授します。問題の展開の読
み取り、より簡単な計算方法に加え、マークの形から答を予想するなど、より短時間で得点を得るための
秘訣を伝えていきます。

12/22　19:00-20:20
12/28, 1/11　14:00-15:20

1/6　17:20-18:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容
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高 校 3 年 生ライブ授業  冬期講習会  講座案内2014

センター数学ⅡB　－ベクトルの徹底攻略－
●量とレベルに負けない。高得点へのポイントを伝授。

数学
③

センター本番に合わせたレベルの問題を使い、ベクトルの最終確認を行います。基本的な問題解法が身
についていることを前提とし、１つの大問で正確かつ効率的に解いていく方法を伝授します。問題の展開
の把握、簡単な計算方法に加え、図による答の予想、ベクトルに限らない解法紹介など、より短時間で得点
を得る方法を数多く伝えていきます。

12/22 20:40-22:00
12/28, 1/11 15:40-17:00

1/9 17:20-18:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

集団個別ゼミ数学　－図形問題特訓－
●仲間と一緒にこの冬特訓。

数学
④

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。図形問題を攻略するには、いろいろな視点から図形を捉える
力を身に付ける必要があります。そのコツを一人ひとりに定着させていきます。質問をしながら、きめ細
かな指導を求めている人に超お勧めの講座です。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容
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高 校 3 年 生 ライブ授業  冬期講習会  講座案内 2014

集団個別ゼミ数学　－指数関数・対数関数特訓－
●仲間と一緒にこの冬特訓。

数学
⑥

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。指数・対数関数を攻略するには、方程式・不等式を正確に解き
きる力を身に付ける必要があります。そのコツを一人ひとりに定着させていきます。質問をしながら、きめ
細かな指導を求めている人に超お勧めの講座です。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容

集団個別ゼミ数学　－微分法・積分法特訓－
●仲間と一緒にこの冬特訓。

数学
⑦

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。微積分を攻略するには、正確な作図力と計算力を身に付ける
必要があります。そのコツを一人ひとりに定着させていきます。質問をしながら、きめ細かな指導を求め
ている人に超お勧めの講座です。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容

個別ゼミ数学　－私立医学部対策－
●徹底演習で、私大に対応する。ここで一気にスパート。

数学
⑧

私大医学部受験を視野に入れた人たちの講座です。私大の入試は国公立大の２次試験と異なり、短時間
での各問速答、加えて非常に高い正答率が要求されます。このタイプの問題に対応するために、同じ形式
の問題を数多く用意し、私大医学部特有の形式に慣れていきます。後期授業と同じく質問対応と問題演
習の２本立てで、志望大学の過去問に加え、同じタイプの問題を徹底的に演習します。この講座で、私大入
試に動じない学力、精神力を鍛えていきましょう。

日程

金額 円～10，000回数 回～1

内容

集団個別ゼミ数学　－三角関数特訓－
●仲間と一緒にこの冬特訓。

数学
⑤

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。三角関数を攻略するには、数多い公式を状況に応じて使い分
ける力を身に付ける必要があります。そのコツを一人ひとりに定着させていきます。質問をしながら、きめ
細かな指導を求めている人に超お勧めの講座です。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容
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高 校 3 年 生ライブ授業  冬期講習会  講座案内2014

時間に打ち勝つセンター現代文
●時間の有効な使い方であと15点伸びる！

国語
①

センター国語の最大の敵は時間です。時間が足りなくてというセリフは、敗者しか生みません。いかに時
間内で正解を導き出すのかがこの時期のセンター現代文の最大の課題です。
この講座では、毎回評論と小説の短時間で正確に解く方法の指導をした後、圧縮の時間で評論、小説の2
問を連続で解いてもらい、限られた時間の中で解ききる成功体験を重ねてもらいます。自分の中に最高
の経験値を確立して、センターで最高点をたたき出してください。

12/26、1/9　19：00-20：20
12/27、1/8　17：20-18：40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

センター古典で使う知識の総復習
●基礎点35点分を確実に固めて高得点をＧＥＴ！

国語
②

センター古典に必要な、古語、文法、漢文句法、構文、漢語、古文常識といった、得点するために絶対必要な
知識をセンター直前に総チェックをし、抜けていたところを埋めて万全の状態でセンターに望んでもらう
ための講座です。とくに理社に時間を取られて国語の学習量が減っている人は、ぽろぽろと忘れてしまっ
ていることが多いので、是非この講座を利用して総復習をしてください。出題重要度の高いものからやり
ますので、効率的におぼえられます。この講座で万全の準備をして、1問8点の国語を攻略しましょう。

12/28　10：45-12：05
1/6　19：00-0：20

1/13，15　17：20-18：40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

私大国語
●私大の合否はこの冬で決まる！

国語
③

私大を受ける人の為の集中講座です。それぞれの志望校に合わせた過去問と模擬問題で徹底的に演習
します。私大はとにかくその大学の個性となじみ、それぞれの大学の要求内容をこなせるように訓練する
ことが必要です。余裕の滑り止め以外はその大学だけの徹底攻略で届かない大学にも手が届くようにな
ります。長年、多くの生徒を合格させてきた経験からチョイスした問題と課題であなたの志望校への合格
を強力にサポートします。

12/3,5,10,12,17,19
17:20-18:40

日程

金額 円17，800回数 回6

内容
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高 校 3 年 生 ライブ授業  冬期講習会  講座案内 2014

集団個別ゼミ化学　－気体・溶液・平衡－
●仲間と一緒にこの冬特訓。

理科
①

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。気体化学を攻略するポイントを一人ひとりに定着させていき
ます。質問をしながら、きめ細かな指導を求めている人に超お勧めの講座です。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容

集団個別ゼミ物理　－波動特訓－
●仲間と一緒にこの冬特訓。

理科
②

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。「力学まではいいけれど、波動は苦手・・・。」と思っている受験
生、現象に対するイメージがわかず、ただ公式に代入といった対応になりがちな波動の分野を徹底攻略し
ます。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容

集団個別ゼミ生物　－遺伝特訓－
●仲間と一緒にこの冬特訓。

理科
③

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。多くの受験生にとって苦手な分野の一つである遺伝にいて、
演習を通して問題の解法をマスターすることを目標としています。遺伝を苦手から得意な分野に変える
またとないチャンスです。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容
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高 校 3 年 生ライブ授業  冬期講習会  講座案内2014

集団個別ゼミ　－医学部推薦攻略講座－
●この講座が数々の医学部合格者を輩出してきた。

個別
①

医学部の推薦入試を狙っている生徒のための講座です。
この講座では、①医学部入試とは？②推薦入試を攻略するためのイロハ、③夏のオープンキャンパスの活
用、④志望理由書作成におけるポイント、をレクチャーします。
志望理由書に関しては、添削を行い、仕上がり具合によって個別指導を行う機会があります。ＡＯ入試や
センター利用の推薦に向けて、夏の間にしっかりと準備しているかどうかが合否に大きく影響します。自分
の武器をしっかりと見定め、推薦入試を勝ち抜くスキルを、この夏、身に付けましょう。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容

集団個別ゼミ
●仲間と切磋琢磨しながら、一緒に成績アップ。

個別
②

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。また、共通の目的を持った仲間と一緒に競い合うことでモチ
ベーションの維持にもつながり、さらに授業料もお得です。質問をしながら、きめ細かな指導を求めてい
る人に超お勧めの講座です。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容
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高 校 3 年 生 ライブ授業  冬期講習会  講座案内 2014

個別ゼミ　－小論文対策講座－
●あなたにジャストフィットの授業でピンポイント対策。

個別
④

TEC予備校の個別授業です。講師と1対1の授業形式で、生徒一人ひとりの要望に合わせた授業を提供し
ます。志望校対策・得意科目強化・弱点補強・苦手克服などを集中対策します。マスターゼミで大幅な得点
アップを実現し、新学年のスタートダッシュを図りましょう。

日程

金額 円～10，000回数 回～1

内容

個別ゼミ
●あなたにジャストフィットの授業でピンポイント対策。

個別
⑤

TEC予備校の個別授業です。講師と1対1の授業形式で、生徒一人ひとりの要望に合わせた授業を提供し
ます。志望校対策・得意科目強化・弱点補強・苦手克服などを集中対策します。マスターゼミで大幅な得点
アップを実現し、新学年のスタートダッシュを図りましょう。

日程

金額 円～10，000回数 回～1

内容

個別ゼミパック
●個別授業をお得なパック料金で提供します。

個別
⑥

通常￥10,000/回の個別授業が、衛星、ライブ授業申込者に限り5回分の金額で6回受講できるようにな
りました。この冬休み期間中に是が非でも成績アップを実現したい人に超おすすめです。

日程

金額 円50，000回数 回6

内容

個別ゼミ　－志望理由書作成講座－
●あなたにジャストフィットの授業でピンポイント対策。

個別
③

TEC予備校の個別授業です。講師と1対1の授業形式で、生徒一人ひとりの要望に合わせた授業を提供し
ます。志望校対策・得意科目強化・弱点補強・苦手克服などを集中対策します。マスターゼミで大幅な得点
アップを実現し、新学年のスタートダッシュを図りましょう。

日程

金額 円～10，000回数 回～1

内容



2014→2015

通期授業
講座紹介
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高 校 3 年 生 ライブ授業  1 2月&1月通期授業  講座案内 2014

センター英語
●本番より１問多い問題数で負荷をかけて演習

英語
①

80分の本番で力を発揮するために、80分の練習で解答精度を磨きます。
ただし、本番より１問多い問題数で負荷をかけます。
80分での”大問６つ+α”演習を通して「集中力」「体力」「時間配分力」「問題の取捨選択の判断力」を鍛
えます。
直前期の冬期では、前期から今まで解いてきた問題を使用し、学習してきたこと、間違いの修正がきち
んと身についているかの確認をします。

12/3,10,17,24,1/7
19:00-20:20

12/5,12,19,26,1/9,14
20:40-22:00

1/4　15:40-17:00

日程

金額 円34，600回数 回12

内容

リスニング
●英語の総点を上げるも下げるも”リスニング”次第

英語
②

英語の総点を上げるも下げるも”リスニング”次第！！！十分に対策せずに放置するのは大損です。残り1か月で
集中的に対策して少しでも英語の総点を押し上げましょう。冬期では「分野別問題演習」「ディクテーション/音
読」に加え、今まで取り組んできた問題の『解き直し』を行います。復習したものがきちんと身についているか
の最終確認となります。聞き取れなかったもの知らなかった知識はその場で確認して、仕上げに入ります。
※テキストは後期に使用しているもの（￥1,080）を引き続き使用します。冬期から参加の場合は購入しても
らいます。

12/1,8,15,29,1/5,12
20:40-22:00

日程

金額 円17，800回数 回6

内容
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高 校 3 年 生ライブ授業  1 2月&1月通期授業  講座案内2014

センター数学ⅠA集大成
●本番を想定した演習で、最後の調整を。

数学
①

予想問題を用いて、本番よりも短い50分間の負荷演習を行います。限られた時間の中で正確かつスピー
ディーに解ききるための最終訓練です。演習の後は自己採点で正答率をチェックし、解説を行います。2次
関数や図形の計量などの旧課程内容から、条件付き確率や整数の性質などの新課程内容まで、ポイント
となる考え方・ミスをしやすい箇所・時間短縮につながる計算方法などを説明します。この講座を通して学
習内容を総点検し、本番に臨みましょう。

12/1,8,15,29,1/5　19:00-20:20
1/16　17:20-18:40

日程

金額 円17，800回数 回6

内容

センター数学ⅡB集大成
●スピードと正確性を総仕上げしましょう。

数学
②

予想問題を用いて、本番よりも短い50分間の負荷演習を行います。限られた時間の中で正確かつスピー
ディーに解ききるための最終訓練です。演習の後は自己採点で正答率をチェックし、解説を行います。近
年難化傾向にある数列やベクトル、出題傾向が強い図形と方程式などについて、ポイントとなる考え方・ミ
スをしやすい箇所・時間短縮につながる計算方法などを説明します。この講座を通して学習内容を総点検
し、本番に臨みましょう。

12/6,13,20　20:40-22:00
12/27,1/10,15　19:00-20:20

日程

金額 円17，800回数 回6

内容

センター数学演習　－すべて解決質問対応－
●曖昧なことを完全理解すれば、本番もバッチリ。

数学
③

ライブ授業「センター数学集大成」の問題を解き直し、質問対応を行います。負荷演習で解ききれなかっ
た問題やミスをした箇所をそのままの状態にせず、パーフェクトに仕上げて本番に臨むための講座です。
また、それ以外にもセンター試験過去問などについての質問などもOKです。疑問点や知識不足を全て解
決し、「やるだけやった」状態で本番を迎えましょう。

12/6,13,20　19:20-20:40
12/27,1/10,15　20:40-22:00

日程

金額 円10，000回数 回6

内容

東大京大理系数学
●難問と対峙し、極限まで磨く数学力。

数学
④

東大・京大・阪大など最難関大の理系学部合格を、本気で狙う人のための講座です。11月までは分野別の
演習を行ってきました。12月はいくつかの分野にまたがった融合問題や総合問題、一見しただけでは方針
の立たない難問を演習し、どのような問題にも対応できる思考力、数式処理能力、論証力を鍛えます。こ
の講座で、全国最上位の受験生とも勝負できる実戦力を、今の段階で身につけてしまいましょう。

12/6,13,20
19:00-20:20

日程

金額 円9，400回数 回3

内容
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高 校 3 年 生 ライブ授業  1 2月&1月通期授業  講座案内 2014

医歯薬難関大数学
●医歯薬の記述対策、12月に仕上げて差をつけよう。

数学
⑤

後期では、完答すべきレベルの問題を中心に解説し、これに加えて、少し難度が高いが確実に部分点を稼
いでおきたい問題まで扱ってきました。冬期は、中堅国公立大医学部の過去問を中心に演習し、２次試験
に向けた記述力を完成させます。分野ごとでない総合問題形式とし、本番を意識した演習を行ってもらい
ます。この講座を通して、問題を解くためのアプローチの仕方を身につけ、完答出来る問題を１つでも多く
作りましょう。

12/2,5,9,12,16,19
19:00-20:20

日程

金額 円17，800回数 回6

内容

徳島大学対策数学ⅠAⅡB
●記述力を磨くと、合格が近くなる。

数学
⑥

工学部や総合科学部（理系）など、2次試験で数学の記述試験が必要な生徒対象の講座です。基礎から標
準レベルの入試問題を用いて、解法のポイントの解説と演習を行います。記述試験において解ききらな
ければならない問題を見極め、評価の高い答案作成の練習をしていきます。確率や整数、平面図形、三角
関数、数列、ベクトルなどの入試問題を総合して扱います。もちろん、徳島大学以外の対策にもバッチリ役
立ちます。

12/3,10,17
17:20-18:40

日程

金額 円9，400回数 回3

内容

徳島大学対策数学Ⅲ
●数Ⅲは、量と力が比例する。一気に解いてマスター。

数学
⑦

4月から学習してきた数学Ⅲ全範囲の総合演習を行います。極限、微分・積分、2次曲線、極座標などから入
試で頻出の標準問題を厳選し、演習と解説によって理解を深めていきます。目標は、徳大レベルの問題の
確保です。この分野は良問を数多く練習して考え方を身につければ、確実に力はアップします。補充問題
も含めて問題を多く用意しますので、どんどん解いて2次対策をひととおり済ませるぐらいの勢いで練習
していきましょう。

12/5,12,19
17:20-18:40

日程

金額 円9，400回数 回3

内容
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高 校 3 年 生ライブ授業  1 2月&1月通期授業  講座案内2014

センター現代文　ー二択に勝つー
●現代文最大の課題、二択でこけないスキルを身に付ける！

国語
①

最後の二択まで絞れているのにそこで間違えてしまう！あと一歩であるにも関わらずこれでは全く点数に
なりません。この最後の壁を突き崩せば、現代文の高得点が現実のものとなります。１２月、１月の最終
シーズンを迎え、この講座では２択を勝ち抜くための必勝法を身に付け、繰り返し演習することで、確実な
得点へと導きます。併せて、短時間での処理能力を高めるために、時間管理を細部まで行いながら演習し
ていきます。この講座で、サクセスストーリーへの道を作り上げていきましょう。

12/2,9,16,1/6,13　20:40-22:00
12/28　9:00-10:20

日程

金額 円17，800回数 回6

内容

センター古典　－出題予想内容の総演習ー
●「わからない！」に負けない読解法を攻略せよ！

国語
②

この時期は、一通りの基礎知識と解答法をマスターしているはずですが、それでも、最近の難化傾向に
よって模試の度に理解不能な問題にぶつかり苦しんでいる人も少なくないでしょう。この講座では出題が
予想されるジャンルを古文漢文それぞれ其のストーリーと内容の読解方法を学習しながら、多少読み取
れなくても正解にたどり着ける方法を演習します。一番の武器は基本的な古語漢語、文法句法の知識と
なりますが、一つ一つ確認しながら進めますので、基礎に穴がある人も補いながら学習できます。この講
座で国語を得点源にまで仕上げていきましょう。

12/3,10,17,24,1/7
20:40-22:00

1/14　19:00-20:20

日程

金額 円17，800回数 回6

内容

センター化学ファイナル
●最後は実験とグラフ問題

理科
①

実験・グラフ問題を中心にセンター化学を総括します。身近な化学製品・保存方法など第１問のとりにくい
問題も対策しきりましょう。バラバラになっている知識をまとめてみなさんの力の全てを得点にかえてい
きましょう。

12/25,1/8　19:00-20:20
12/25,1/8　20:40-22:00

日程

金額 円12，200回数 回4

内容
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高 校 3 年 生 ライブ授業  1 2月&1月通期授業  講座案内 2014

個別ゼミ
●あなたにジャストフィットの授業でピンポイント対策。

個別
②

TEC予備校の個別授業です。講師と1対1の授業形式で、生徒一人ひとりの要望に合わせた授業を提供し
ます。志望校対策・得意科目強化・弱点補強・苦手克服などを集中対策します。マスターゼミで大幅な得点
アップを実現し、新学年のスタートダッシュを図りましょう。

日程

金額 円～10，000回数 回～1

内容

個別ゼミパック
●個別授業をお得なパック料金で提供します。

個別
③

通常￥10,000/回の個別授業が、衛星、ライブ授業申込者に限り5回分の金額で6回受講できるようにな
りました。この夏に是が非でも成績アップを実現したい人に超おすすめです。

金額 円50，000回数 回6

日程内容

集団個別ゼミ
●仲間と切磋琢磨しながら、一緒に成績アップ。

個別
①

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。また、共通の目的を持った仲間と一緒に競い合うことでモチ
ベーションの維持にもつながり、さらに授業料もお得です。質問をしながら、きめ細かな指導を求めてい
る人に超お勧めの講座です。

金額 円20，000回数 回4

日程内容



2014→2015

冬期・通期授業
時間割
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高 校 3 年 生 ライブ授業  冬期講習会  時間割表 2014

2014→2015 冬期講習会 & 通期授業 時間割表

12月1日(月) 12月2日(火) 12月3日(水) 12月4日(木) 12月5日(金) 12月6日(土) 12月7日(日)

1限
9:00～10:20

4限
14:00～15:20

5限
15:40～17:00

6限
17:20～18:40

医歯薬難関大英語
徳島大学対策ⅠAⅡB

私大国語
医歯薬難関大英語

徳島大学対策数Ⅲ

私大国語

7限
19:00～20:20

センター数学ⅠA集大成 医歯薬難関大数学 センター英語 二次化学 医歯薬難関大数学
東大京大理系数学

センター数学演習

8限
20:40～22:00

リスニング センター現代文 センター古典 センター化学 センター英語 センター数学ⅡB集大成

12月8日(月) 12月9日(火) 12月10日(水) 12月11日(木) 12月12日(金) 12月13日(土) 12月14日(日)

1限
9:00～10:20

4限
14:00～15:20

5限
15:40～17:00

6限
17:20～18:40

医歯薬難関大英語
徳島大学対策ⅠAⅡB

私大国語
医歯薬難関大英語

徳島大学対策数Ⅲ

私大国語

7限
19:00～20:20

センター数学ⅠA集大成 医歯薬難関大数学 センター英語 二次化学 医歯薬難関大数学
東大京大理系数学

センター数学演習

8限
20:40～22:00

リスニング センター現代文 センター古典 センター化学 センター英語 センター数学ⅡB集大成

12月15日(月) 12月16日(火) 12月17日(水) 12月18日(木) 12月19日(金) 12月20日(土) 12月21日(日)

1限
9:00～10:20

2限
10:45～12:05

4限
14:00～15:20

5限
15:40～17:00

6限
17:20～18:40

センター英語
”使い切り”演習

医歯薬難関大英語
徳島大学対策ⅠAⅡB

私大国語
医歯薬難関大英語

徳島大学対策数Ⅲ

私大国語

7限
19:00～20:20

センター数学ⅠA集大成 医歯薬難関大数学 センター英語 二次化学 医歯薬難関大数学
東大京大理系数学

センター数学演習

8限
20:40～22:00

リスニング センター現代文 センター古典 センター化学 センター英語 センター数学ⅡB集大成

※ピンク色の講座が「冬期講習会」、黒色の講座が「通期授業」となります。
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高 校 3 年 生ライブ授業  冬期講習会  時間割表2014

12月22日(月) 12月23日(火) 12月24日(水) 12月25日(木) 12月26日(金) 12月27日(土) 12月28日(日)

1限
9:00～10:20

センター現代文

2限
10:45～12:05

センター古典
知識の総復習

4限
14:00～15:20

センター数学ⅡB
数列

5限
15:40～17:00

センター数学ⅡB
ベクトル

6限
17:20～18:40

英単語熟語ファイナル
センター英語

”使い切り”演習
英単語熟語ファイナル

時間に打ち勝つ
センター現代文

7限
19:00～20:20

センター数学ⅡB
数列

センター英語 センター化学ファイナル
時間に打ち勝つ
センター現代文

センター数学ⅡB集大成

8限
20:40～22:00

センター数学ⅡB
ベクトル

センター古典 センター化学ファイナル センター英語 センター数学演習

セ
ン
タ
ー

試
験

本
番
レ
ベ
ル
模
試

12月29日(月) 12月30日(火) 12月31日(水) 1月1日(木) 1月2日(金) 1月3日(土) 1月4日(日)

1限
9:00～10:20

センター数学ⅠA
確率と整数

2限
10:45～12:05

センター数学ⅠA
確率と整数

4限
14:00～15:20

英単語熟語ファイナル

5限
15:40～17:00

センター英語

6限
17:20～18:40

英単語熟語ファイナル

7限
19:00～20:20

センター数学ⅠA集大成

8限
20:40～22:00

リスニング

千
題
テ
ス
ト

完
全
休
館

1月5日(月) 1月6日(火) 1月7日(水) 1月8日(木) 1月9日(金) 1月10日(土) 1月11日(日)

1限
9:00～10:20

4限
14:00～15:20

センター数学ⅡB
数列

5限
15:40～17:00

センター数学ⅡB
ベクトル

6限
17:20～18:40

センター英語
”使い切り”演習

センター数学ⅡB
数列

英単語熟語ファイナル
時間に打ち勝つ
センター現代文

センター数学ⅡB
ベクトル

英単語熟語ファイナル

7限
19:00～20:20

センター数学ⅠA集大成
センター古典
知識の総復習

センター英語 センター化学ファイナル
時間に打ち勝つ
センター現代文

センター数学ⅡB集大成

8限
20:40～22:00

リスニング センター現代文 センター古典 センター化学ファイナル センター英語 センター数学演習

1月12日(月) 1月13日(火) 1月14日(水) 1月15日(木) 1月16日(金) 1月17日(土) 1月18日(日)

4限
14:00～15:20

5限
15:40～17:00

6限
17:20～18:40

英単語熟語ファイナル
センター古典
知識の総復習

センター英語
”使い切り”演習

センター古典
知識の総復習

センター数学ⅠA集大成

7限
19:00～20:20

センター数学ⅠA
確率と整数

センター数学ⅠA
確率と整数

センター古典 センター数学ⅡB集大成 英単語熟語ファイナル

8限
20:40～22:00

リスニング センター現代文 センター英語 センター数学演習

セ
ン
タ
ー

本
番
　
1
日
目

セ
ン
タ
ー

本
番
　
2
日
目



5，000円校 外 生 参 加 費

※全ての講座で上記受講料とは別に費用がかかります。
※途中でキャンセルされた場合でも、受講料は返金いたしません。
※上記内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承をよろしくお願いします。

全講座、表示の料金に別途消費税が加算されます。
テキスト代金は別途必要となります。

I N D E X

講座名教科

形式別対策講座　ー下線部和訳①②ー英語①

形式別対策講座　ー英作文ー英語②

形式別対策講座　ー要約ー(通期生）英語③

形式別対策講座　ー要約ー（講習生）英語④

個別ゼミ英語　－志望校別対策講座－英語⑤

■英語 20

講座名教科

私大国語国語①

集団個別ゼミ国語　－二次試験対策－国語②

■国語 23

講座名教科

個別ゼミ物理　－二次＆一般試験対策講座－理科①

個別ゼミ化学　－二次＆一般試験対策講座－理科②

個別ゼミ生物　－二次＆一般試験対策講座－理科③

■理科 24

講座名教科

集団個別ゼミ個別①

個別ゼミ個別②

個別ゼミパック個別③

■個別 26

講座名教科

小論文講座特別①

医学部面接対策特別②

歯・薬・看護・教育学部etc.の面接対策特別③

■特別 25

講座名教科

徳島大学対策数学　医･歯･薬学部①②数学①

徳島大学対策数学　工学部・医学部（保）①②数学②

二次数学Ⅲ特訓　微積分・曲線数学③

二次数学ⅠA特訓　確率・整数数学④

二次数学ⅡB特訓　数列・ベクトル数学⑤

東大京大理系数学数学⑥

集団個別ゼミ数学　－過去問添削講座－数学⑦

■数学

19
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形式別対策講座　ー下線部和訳①②ー
●問われているポイントを掴む

英語
①

受験校の問題形式に下線部和訳がある生徒が対象の講座です。
下線部和訳時に一番気になるのは、解答例を見て「自分の書いた答案がこれであっているのか？」というこ
とだと思います。練習問題を通してどこに着目して問題を解き、解答確認をすべきかを指導していきま
す。授業は予習形式で進め、授業で解説を行います。

1/26,30,2/2,6,9,13,16,20
19:00-20:20

日程

金額 円23，400回数 回8

内容

形式別対策講座　ー英作文ー
●正確な英作文への近道は”正確な表現”のインプット

英語
②

授業は各自の志望校に応じて、過去問や類題を添削していきますが、2回だけ講義形式で実施します。
1回目の授業では英作文の書き方のポイントを指導します。その際に、英作文作成時に覚えておくべき表
現一覧を配布します。自信を持って英作文を書き上げるためには正確な英文表現のストックをたくさん
もっておくことが必要だからです。2回目の授業までにしっかり覚えてきてください。2回目の授業ではそ
の確認テストを行います。自分が使える表現を増やしてもらうことを目的としています。また、添削後返却
された課題は書き直したうえ、再提出してもらいます。

1/28,2/11
17:20-18:40

日程

金額 円42，600回数 回2
回

講義
添削課題12

内容

形式別対策講座　ー要約ー(通期生）
●下準備はOK！どんどん過去問演習へ

英語
③

センター前に通期授業にて要約問題対策を実施していた生徒向けの講座です。
志望校過去問や授業使用テキストを用いて、どんどん問題演習を進めてもらい添削指導していきます。

日程

金額 円48，000回数 回16

内容

添削課題



形式別対策講座　ー要約ー（講習生）
●ルールを知る。過去問演習はそれから。

英語
④

受験校の問題形式に要約問題がある生徒が対象の講座です。
英文の要約問題に取り組む際には、「英文の書かれ方」に着目することが必要です。2回の講義ではその
ルールを知り、要約に盛り込むべきポイントを掴む練習を行います。その後志望校過去問や授業使用テ
キストを用いて、どんどん問題演習を進めてもらい添削指導していきます。

※指定テキストを教材として購入してもらいます。 金額 円42，600回数 回2
回

講義
添削課題12

1/26,30
15:40-17:00

日程内容
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個別ゼミ英語　－志望校別対策講座－
●弱い部分は、ピンポイントで対策しましょう。

英語
⑤

志望校の出題傾向に応じた対策を、1対1形式の授業できめ細かく丁寧に指導していきます。空所補充や
正誤問題などの文法から長文読解・英作文まで、国公立の二次試験及び私立の一般試験に対応した解答
力を養成していきます。また、1対1形式なので他形態の授業に関する質問対応やフォローアップも可能
です。最終の仕上げにぴったりの講座です。

日程

1回から

金額 円～10，000回数 回～1

内容



徳島大学対策数学　医･歯･薬学部①②
●“差をつける答案”を作りたい君へ、最後の記述対策。

数学
①

徳島大学医学部・歯学部・薬学部二次試験の対策を行います。二次試験はセンター試験とは違い、解答に
いたるまでの答案作成力が必要です。本講座では、数学Ⅲを中心に各分野の医歯薬レベル問題を完答に
近づける練習をします。問題の見極めを行い、得点しやすい問題から確実に解答作成できるようにしてい
きます。この講座を通して、減点されにくく、高評価を得られる記述力を身につけていきましょう。

①1/27,31,2/3,7　17:20-18:40
②2/10,14,17,21　17:20-18:40

日程

金額 円各12，200回数 回①
②

①
②各4

内容

徳島大学対策数学　工学部・医学部（保）①②
●頻出分野に特化した対策で、高得点を実現。

数学
②

徳島大学工学部と医学部保健学科二次試験の対策を行います。数学Ⅲ中心に微積、ベクトル範囲の標準
レベル問題をきちんと解けるように練習します。過去問題の重要問題と類題、予想問題の練習を行いま
す。二次試験はセンター試験とは違い、解答にいたるまでの答案作成力が必要です。この講座を通して、
減点されにくく、高評価を得られる記述力を身につけていきましょう。

金額 円各12，200回数 回①
②

①
②各4

①1/27,31,2/3,7　17:20-18:40
②2/10,14,17,21　17:20-18:40

日程内容

二次数学Ⅲ特訓　微積分・曲線
●数Ⅲは、正確さが命。答案作りにも注意して仕上げる。

数学
③

入試問題で数学Ⅲの微積分及び２次曲線の特訓を行う講座です。関数の増減とグラフ、方程式・不等式、
定積分の融合問題、求積、接線・法線などの問題を演習、解説します。レベルは入試基本～標準です。授業
では解法紹介に加え、説明の仕方、図の活用など、採点者に好印象を与える答案作りのポイントも示しま
す。最後に質量ともに十分な演習を行い、仕上げていきましょう。

1/26,2/2,9,16
17:20-18:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

二次数学ⅠA特訓　確率・整数
●パターンが豊富なこの分野、対策しましょう。

数学
④

入試問題で数学ⅠA分野の場合の数と確率及び整数の性質分野の特訓をする講座です。母数がｎ個の確
率や条件付き確率、不定1次方程式などを扱います。レベルは入試基本～標準です。入試で確率や整数が
出題されやすい大学を受験する人、その対策があまりできていない人はこの講座で仕上げをしましょう。

1/29,2/5,12,19
17:20-18:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容
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二次数学ⅡB特訓　数列・ベクトル
●出題傾向の高い分野をしっかり対策。

数学
⑤

入試問題で数学ⅡB分野の数列及びベクトル分野の特訓をする講座です。漸化式や数学的帰納法、ベクト
ルと図形の融合問題などを扱います。レベルは入試基本～標準です。入試で数列やベクトルが出題され
やすい大学を受験する人、その対策があまりできていない人はこの講座で仕上げをしましょう。

1/30,2/6,13,20
17:20-18:40

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

東大京大理系数学
●全国の受験生に勝つための、最後の対策授業。

数学
⑥

東大・京大・阪大理系を本気で目指す人のための、テストゼミ形式で行う総仕上げの講座です。絶対に
解かなければならない問題、合否を分ける問題を中心に取り上げ、まず授業内で演習を行ってもらいま
す。その後の解説で、問題の着眼点、議論の進め方、得点できる答案の書き方を指導します。また、補充
問題も用意し、演習量も確保します。自信を持って本番に臨むために、必要なポイントを余さず伝授して
いきます。

1/31,2/7,14,21
19:00-20:20

日程

金額 円12，200回数 回4

内容

集団個別ゼミ数学　－過去問添削講座－
●きめ細かく、丁寧に、記述力を磨きます。

数学
⑦

答案添削及び作成指導の講座です。集団個別形式で、各受験大学に応じた指導を行います。指定期日ま
でに過去問を解き、答案を提出、一人ひとりに応じたアドバイスと課題の設定及びチェックをすることで答
案作成力を磨いていきます。解法指針の立て方から記述の際の注意事項、細かな言い回しまで、評価の
高い答案の書き方を丁寧に磨いていきます。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容
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私大国語
●私大の合否はこの冬で決まる！

国語
①

志望大学ごとに大学傾向の問題を解き、弱点を徹底的につぶしていく集団個別方式の授業です。私立大
学は特に出題傾向が大学によってはっきりと特色があります。センター後の短い時間で受験する大学の
出題傾向と解法の特色を掴み、必要な知識を補います。この講座で受験対策の詰めを行い、合格を勝ち
取りましょう。

1/20,22　17:20-18:40
1/24　19:00-20:20

日程

金額 円9，400回数 回3

内容

集団個別ゼミ国語　－二次試験対策－
●弱い部分は、ピンポイントで対策しましょう。

国語
②

受講者の志望するそれぞれの大学入試過去問を使用して、一人ひとりに読解法・解答作成法を中心に指
導し、繰り返し演習して合格に必要な記述力を養成します。各大学の傾向と解答のポイントを抑えて最短
の期間で最大の成果を得られるように効率的に問題を選び、覚えるべき暗記事項も絞って集中的に学習
します。志望大学の合格をＧＥＴするために、この講座でしっかり準備しましょう。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容
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個別ゼミ物理　－二次＆一般試験対策講座－
●二次＆一般試験の理科は個別で対策。

理科
①

1対1の個別授業で、二次及び一般試験に必要な物理の対策をします。志望校の過去問題を中心に記述
の対策、類題演習と答案作成指導を行っていきます。また、1対1形式なので他形態の授業に関する質問
対応やフォローアップも可能です。最終の仕上げにぴったりの講座です。

日程

1回から

金額 円～10，000回数 回～1

内容

個別ゼミ化学　－二次＆一般試験対策講座－
●二次＆一般試験の理科は個別で対策。

理科
②

1対1の個別授業で、二次及び一般試験に必要な化学の対策をします。志望校の過去問題を中心に記述
の対策、類題演習と答案作成指導を行っていきます。また、1対1形式なので他形態の授業に関する質問
対応やフォローアップも可能です。最終の仕上げにぴったりの講座です。

日程

1回から

金額 円～10，000回数 回～1

内容

個別ゼミ生物　－二次＆一般試験対策講座－
●二次＆一般試験の理科は個別で対策。

理科
③

1対1の個別授業で、二次及び一般試験に必要な生物の対策をします。志望校の過去問題を中心に記述
の対策、類題演習と答案作成指導を行っていきます。また、1対1形式なので他形態の授業に関する質問
対応やフォローアップも可能です。最終の仕上げにぴったりの講座です。

日程

1回から

金額 円～10，000回数 回～1

内容
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小論文講座
●入試に勝つ小論文の書き方と知識を身に付ける。

特別
①

小論文に必要なのは、知識と文章の書き方と論理の展開方法です。これらの知っておくべき内容を学習
し、個々の書き方の癖や弱点を添削と個人指導で補強します。この講座で二次の小論文試験に勝利しま
しょう！

日程

1回から

金額 円～10，000回数 回～1

内容

医学部面接対策
●医学部に特化した対策を提供します。

特別
②

面接対策のマニュアル本に書かれてある内容を暗記し定型の練習をしているだけでは「合格する面接対
策」にはなりません。面接官は多くの受験生を毎年審査しています。きちんと自分の考えを自分で伝える
ことが大切です。形式としては個人・グループ面接・グループ討論と大きく3つに分かれます。どちらにし
てもコミュニケーション能力と大学が求める人物像を見極めています。合格するにはポイントがありま
す。毎年高得点を勝ち取っている面接指導で自分を鍛えてみませんか？なぜ医師を目指しているのかを
面接練習を通じて生徒自身が自覚する講座となります。一緒に頑張ってみましょう。

1/27,2/3
15:40-17:00

日程

金額 円20，000回数 回2

内容

歯・薬・看護・教育学部etc.の面接対策
●その人、その大学にあった対策を提供します。

特別
③

数多くの合格者を出してきた経験を生かして、推薦入試で聞かれるポイントを集中的に練習します。口頭
試問があれば、過去に出された質問やその発展などを踏まえて面接で求められていることに答えられる
ようにします。

日程

1回から

金額 円～10，000回数 回～1

内容
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集団個別ゼミ
●仲間と切磋琢磨しながら、一緒に成績アップ。

個別
①

講師1人に対して、生徒2～4人で行う集団個別です。少人数の利点を生かし、志望校対策・得意科目強化・
弱点補強・苦手克服などを集中対策します。また、共通の目的を持った仲間と一緒に競い合うことでモチ
ベーションの維持にもつながり、さらに授業料もお得です。質問をしながら、きめ細かな指導を求めてい
る人に超お勧めの講座です。

日程

金額 円20，000回数 回4

内容

個別ゼミ
●あなたにジャストフィットの授業でピンポイント対策。

個別
②

TEC予備校の個別授業です。講師と1対1の授業形式で、生徒一人ひとりの要望に合わせた授業を提供し
ます。志望校対策・得意科目強化・弱点補強・苦手克服などを集中対策します。マスターゼミで大幅な得点
アップを実現し、新学年のスタートダッシュを図りましょう。

日程

1回から

金額 円～10，000回数 回～1

内容

個別ゼミパック
●個別授業をお得なパック料金で提供します。

個別
③

通常￥10,000/回の個別授業が、衛星、ライブ授業申込者に限り5回分の金額で6回受講できるようにな
りました。この冬に是が非でも成績アップを実現したい人に超おすすめです。

日程

金額 円50，000回数 回6

内容
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