
特別講座プログラム

第 一 志 望 は、ゆ ず れ な い。

高３生対象難関国立大学現役合格を目指す

2023年1月16日（月）開講
前期入試想定テスト 解説授業 テスト答案採点返却

12月1日
受付開始

実戦演習
特別講座

東大実戦演習

京大実戦演習

名大実戦演習

浜松医大実戦演習

大学別実戦演習特別講座

●演習日程：1/16（月）～2/4（土）

1 申込順

冬期・直前講習〈12/9～3/3〉2
●共通テスト対策講座
●大学 ・ 学部別／分野 ・ レベル別講座

下記特別プログラム❶～❹をご利用いただけます。

※随時、承ります。

自習室利用
自習室は、入学手続完了後より
ご利用いただけます。

3

進学相談4
●進学相談（保護者面談 ・ 三者面談実施）
●出願校決定アドバイス

東大／京大／名大／浜松医大設置講座

https://www2.sundai.ac.jp/駿台ホームページ

駿台予備学校公式アカウントで各種イベントや最新の入試情報などを配信しています！

高3クラス実戦演習特別講座　お問い合わせ先

お問合せ時間 10：00～19：00（日・祝は10：00～17：00） 丸の内校は14：00～19：00（日・祝はお問い合わせください。）
※フリーダイヤルは非通知設定ではお受けできません。恐れ入りますが、番号の前に「186」をつけておかけください。

中学生クラス 高校生クラス高校生クラス 高卒クラス 高卒クラス

〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-7-4
■交通機関
●地下鉄『丸の内駅』8番出口より西へ徒歩約2分
●市バス『愛知県図書館』下車徒歩約2分
●市バス『桜通伏見』下車徒歩約5分
※丸の内校は、駿台グループ「駿台教育センター（株）」運営です。

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-28-14
■交通機関
●JR『名古屋駅』桜通口
　地下鉄『名古屋駅』より徒歩約6分
●名鉄『名古屋駅』、近鉄『名古屋駅』より徒歩約4分
●あおなみ線『ささしまライブ駅』または『名古屋駅』より
　徒歩約7分

〒430-0927 浜松市中区旭町6-1
■交通機関
●JR『浜松駅』北口より徒歩約4分
●遠州鉄道『新浜松駅』より徒歩約3分



川角 昌吾

雲 幸一郎 五藤 勝己 野崎 翔太

箕輪 浩嗣　引野 貴之 松永 光雄

麻生 誠 大原 正幸 竹岡 広信

大和 文雄 吉村 聡宏

東大・京大・名大・浜松医大現役合格を目指す高３生を対象として大学別実戦
演習特別講座を開講いたします。入試問題の傾向を分析し、入試本番を想定
した「前期入試想定テスト」+「解説授業」+「テスト答案採点返却」により、２次
試験突破を確固たるものとする実戦演習特別講座です。

実戦演習
特別講座大学別
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2023年度入試 現役合格カリキュラム
真の実力を育てるプロフェッショナル講師 入試に向けた正攻法の解説授業

講師は、受験指導の「プロフェッショナル」です。学問の本質をきちん
と伝えることができる講師が揃っています。講師の「教える情熱」から生ま
れる授業の熱気！授業を受けてみれば、他では味わえない「プロの
授業」を実感できます。一人ひとりの講師が「情熱」と「ノウハウ」を
駆使し、体当たりで行う「プロの授業」が皆さんの学力アップ、志望校
現役合格へと導きます。

長年にわたり入試問題研究を積み重ねて生み出した教授法
により、「徹底的に理解させる」正攻法の授業を行います。

LIVE授業だから集中できる

熱意ある講師陣・一緒に頑張る仲間が作り上げる臨場感
あふれるLIVE授業だからこそ、一人で学習する以上の効果
を得られます。共に乗り切り、入試本番に臨みましょう。

万が一、授業に出席できなかった場合は、欠席フォローシステ
ムにてご自宅で視聴できます。（テストは自己採点になります。）



授業校舎 講座名 曜日 時間 担当講師 講座コード 日程
名古屋校 東大理系数学実戦演習 火 18：30～21：20 雲 3NTM 1/17 1/24 1/31

丸の内校
東大英語実戦演習 火 18：20～21：10 竹岡 3NＴE 1/17 1/24 1/31
東大理系数学実戦演習 土 14:00～16:50 引野 3NＴN 1/21 1/28 2/4
東大文系数学実戦演習 水 18:20～21:10 箕輪 3NＴA 1/18 1/25 2/1

東大実戦演習 英 語英 語英 語 70分テスト+80分解説 理系数学理系数学理系数学 100分テスト+60分解説 文系数学文系数学文系数学 100分テスト+60分解説

授業校舎 講座名 曜日 時間 担当講師 講座コード 日程

名古屋校
京大英語実戦演習 土 14:30～17:20 大和 3NＹE 1/21 1/28 2/4
京大理系数学実戦演習 土 18:00～20:50 五藤 3NＹＭ 1/21 1/28 2/4
京大文系数学実戦演習 土 18:00～20:50 松永 3NＹA 1/21 1/28 2/4

京大実戦演習 英 語英 語英 語 60分テスト+90分解説 理系数学理系数学理系数学 100分テスト+60分解説 文系数学文系数学文系数学 100分テスト+60分解説

授業校舎 講座名 曜日 時間 担当講師 講座コード 日程

名古屋校
名大英語実戦演習 水 18:30～21:20 麻生 3NＮE 1/18 1/25 2/1
名大理系数学実戦演習 木 18:30～21:20 野崎 3NＮM 1/19 1/26 2/2
名大文系数学実戦演習 土 18:00～20:50 川角 3NＮA 1/21 1/28 2/4

丸の内校
名大英語実戦演習 火 18:20～21:10 吉村 3NNF 1/17 1/24 1/31
名大理系数学実戦演習 金 18:20～21:10 松永 3NNN 1/20 1/27 2/3

名大実戦演習 英 語英 語英 語 70分テスト+80分解説 理系数学理系数学理系数学 100分テスト+60分解説 文系数学文系数学文系数学 90分テスト+70分解説

授業校舎 講座名 曜日 時間 担当講師 講座コード 日程

浜松校
浜松医大英語実戦演習 金 18:20～21:10 大原 39ME 1/20 1/27 2/3
浜松医大数学実戦演習 火 18:20～21:10 箕輪 39MM 1/17 1/24 1/31

浜松医大実戦演習 英 語英 語英 語 50分テスト+100分解説 数 学数 学数 学  90分テスト+70分解説

以下、①・②を入学希望校舎へご提出ください。
※入学のための認定は不要です。（先着順に受付を行い、定員になり次第締め切ります。）

①生徒台帳・入学願書…写真１枚（4.0cm×3.0cm）貼付・保護者署名・印鑑捺印
②写真２枚（4.0cm×3.0cm）…〔1枚目〕①の「生徒台帳」用　
                                           〔2枚目〕受験指導カルテ「フロンティアカード」用
 （入学後にお渡しします）
▶ 学費のお支払いについて
入学手続（生徒台帳提出）日から7日以内に学費をお支払いください。支払い方法など詳細は、入学手続時
にご説明いたします。

入学金（¥30,000） 全額免除
システム・サポート料 全額免除

授業料
1講座

23,000円

入学手続方法

〈前期入試想定テスト〉+〈解説授業〉
※答案は、採点後返却いたします。（浜松医大実戦演習は除く）

（共通テスト後）計3回・・・1/16（月）～2/4（土）中の3演習日

演習形式

演習回数

　 　 時 間 割  ※授業校舎は、科目ごとにお選びいただけます。
※担当講師は都合により変更になる場合があります。

講 座 ガ イ ド



入学手続完了後から、３月末日まで駿台の自習室をご利用いただけます。
学校が早く終わった時や駿台の授業が無い日でも利用可能なので、常に受験の
ライバルの存在を感じながら、集中して勉強に取り組んでいただけます！！

隣の机と仕切られているので
集中して勉強に取り組むことができます。

本番の試験会場と同じ雰囲気で
勉強に取り組めます。

入学手続完了後から自・ ・ ・習室の
利用が可能です！！

個別
ブース
タイプ

教室
タイプ

ワンタッチで、
簡単に座席を確保

実戦演習特別講座

https://www2.sundai.ac.jp/駿台ホームページ

駿台予備学校公式アカウントで各種イベントや最新の入試情報などを配信しています！

高3クラス実戦演習特別講座　お問い合わせ先

お問合せ時間 10：00～19：00（日・祝は10：00～17：00） 丸の内校は14：00～19：00（日・祝はお問い合わせください。）
※フリーダイヤルは非通知設定ではお受けできません。恐れ入りますが、番号の前に「186」をつけておかけください。

中学生クラス 高校生クラス高校生クラス 高卒クラス 高卒クラス

〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-7-4
■交通機関
●地下鉄『丸の内駅』8番出口より西へ徒歩約2分
●市バス『愛知県図書館』下車徒歩約2分
●市バス『桜通伏見』下車徒歩約5分
※丸の内校は、駿台グループ「駿台教育センター（株）」運営です。

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-28-14
■交通機関
●JR『名古屋駅』桜通口
　地下鉄『名古屋駅』より徒歩約6分
●名鉄『名古屋駅』、近鉄『名古屋駅』より徒歩約4分
●あおなみ線『ささしまライブ駅』または『名古屋駅』より
　徒歩約7分

〒430-0927 浜松市中区旭町6-1
■交通機関
●JR『浜松駅』北口より徒歩約4分
●遠州鉄道『新浜松駅』より徒歩約3分


