
クラズの
センター後はすぐに直前講習
2次試験・
私大対策を徹底指導！

2019年度 冬期・直前講習会 ご案内 高校生クラズユニックには学習環境の異なる
３つの校舎があります。

www.classeunique.ac.jp

誘惑の少ない麻生地域で朝から晩まで勉強に没頭！
「まるで受験留学」

1対1の完全個人指導予備校
「四谷大塚／東進」＆完全個人指導教場

札幌駅北口から徒歩1分
「都心の個別指導教場」
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高卒 高3 高2 高1 中3 中2 中1 小6 小5 小4 小3 小2 小1

高卒 高3 高2 高1

麻生本校

円山校

札幌駅前校

札幌駅前校

冬期講習日程 直前講習日程
〈麻生本校・札幌駅前校・円山校〉 〈麻生本校・札幌駅前校・円山校〉

12月16日（月）～12月21日（土）：6日間
12月23日（月）～12月28日（土）：6日間
1月6日（月）～1月11日（土）：6日間

第1ターム
第2ターム
第3ターム

1月27日（月）～1月31日（金）：5日間
2月3日（月）～2月7日（金）：5日間
2月10日（月）～2月14日（金）：5日間
2月17日（月）～2月21日（金）：5日間

第1ターム
第2ターム
第3ターム
第4ターム

クラズの冬期講習

徹底指導！
センター試験対策を

●
イオン

●あさぶハート
　内科クリニック地下鉄

7番出口
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講座内容コメント

英語

英語

英語

数学

■ 2019冬期講習 講座案内

講座内容コメント
教科名 講座名 第1ターム 第2ターム 第3ターム

センターの第1問･第2問･第3問
を念頭に、音声問題、語彙語法
問題･語句類推･要約問題を中
心として分析・対策を行ないます。

センターの第4問･第5問･第6問
を念頭に、読解問題を中心として
分析・対策を行ないます。

センター形式の実践問題を通し
て、読解問題中心に分析・対策を
行います。

センター数学ⅠAの完璧な仕上げ
講座。各単元ごとにポイント解説
をしていきます。

センター形式の実戦問題を使用し
て実戦力をつける。同時に各回に
ポイントを設定し、基礎事項を再確
認する。

早稲田、中央、青山、立教など有
名私立大学の問題を用いて、経
済・社会的な評論・随筆・古典問
題の解法の仕上げを行う。現代
文3回、古典3回。

センター英語の全範囲の総まと
め講座で、時間配分の指示など、
細かな所まで指導し、仕上げてい
くコースです。

センター英語のまとめ講座です。
実践力養成の最終的な総仕上
げコースとなっています。

センター数学全範囲の完璧な仕
上げ講座。実践形式で時間配分
を含め指導していきます。

センター形式の実戦問題を使用
して実戦力を仕上げる。80%をめ
ざす。

センター形式の実践問題を通し
て、読解問題中心に分析・対策を
行います。

中堅、難関大学で60％以上の得
点獲得を目標とした講座です。

中堅、難関大学で60％以上の得
点獲得を目標とした総まとめ講座
です。

中堅、難関大学で60％以上の得
点獲得を目標とした講座です。

センター数学ⅡＢの完璧な仕上げ
講座。各単元ごとにポイント解説
をしていきます。

センター形式の実戦問題を使用し
て実戦力をつける。同時に各回に
ポイントを設定し、基礎事項を再確
認する。

日大、東洋、国学院、関西学院、成
城レベルの中堅私大を確実にしつ
つ、明青立法中クラスを狙う講座。
社会・経済に関する文章を対象に
読解力、解答の方法を訓練する。
現代文6回。

センター試験レベルの問題で知
識と考え方を徹底復習。チェック
テストを通じて、前日の知識を定
着させます。

センターレベルの実践問題で時間
配分、知識の使い方，ミスチェック
等，最大限の点数をとれる方法を身
に着けてもらいます。

熱力学・波動・原子のセンター過
去問及び同レベルの入試問題を
扱い、知識の確認およびその使
い方の最終確認をします。

力学・電磁気のセンター過去問
及び同レベルの入試問題を扱
い、知識の確認およびその使い
方の最終確認をします。

私大国語A

国語

国語

国語

理科

理科

センター英語Ａ・H

センター英語S

私大英語A・H

センター数学A・H・S

センター国語A・H

センター物理

私大国語H

センター生物

教科名 講座名 第1ターム 第2ターム 第3ターム

センター過去問及び同レベルの入
試問題を扱い、知識の確認および
その使い方の最終確認をします。

８～９割チャレンジ講座：正答率５
０％前後の過去問をピックアップし
て演習・解説していきます。前ター
ムで手ごたえを感じた方も是非。

平均点チャレンジ講座：正答率６０％
以上の過去問をピックアップして演
習・解説していきます。基礎・標準の
確認をしたい上位の方も是非。

センター試験過去問演習。実用
的解法を練習し、よく出題される知
識を定着させる。

センター試験過去問演習。知識と
解法テクニックの最終確認でさら
に得点アップを!

いわゆる地誌。地図上の場所・位
置から、即座にどのような地形と気
候であり、どのような農業，工業が
発達し民族問題があるのかを見極
められるようにする。石油の埋蔵地
は例外なく争いが生じているなど。

地形図をメインに日本を特集。実
は世界より日本を苦手とする人が
多い。また，受験生が不得手な「都
市・村落」「人口」「宗教・民族」
「GDP」を一挙に克服。

20世紀の政治経済の歴史を総ざ
らい＆センター必須用語特集。①
国内政治の前後関係と国際政治
の前後関係、国内経済と国際経
済の前後関係……整理できない
人は必須!②センターで狙われる
重要用語もマスターして一挙30
点上乗せだ!

全体の4割を占める国際政治・経
済を一挙に得点源とする。アジア
金融危機、国際収支、東西冷戦
や南北問題を説明できない者、こ
こで取り返さないと後がない。為替
レートや民族紛争もやらないと!

基礎事項の最終チェック。 
センターに必要な知識とそのポイ
ントを再整理した後仕上げに実践
問題に取り組みます。

センター実践問題。　
基礎知識が実際の問題でどのよ
うに使用されているか、どの知識を
どこで使えばいいのかを実践問題
を通じてトレーニングします。

センター大好き用語を特集(とくに
カタカナ)。セーフティーネット、ペイ
オフ、コーポレートガバナンス、リス
ケジューリング、インフォームド・コン
セント……。最新の時事ネタもマ
スターして一挙30点上乗せだ!

全体の4割を占める国際政治・経
済を一挙に得点源とする。アジア
金融危機、国際収支、東西冷戦
や南北問題を説明できない者、こ
こで取り返さないと後がない。為替
レートや民族紛争もやらないと!

センター試験レベルの問題で総復
習をします。毎回の講義の最初に
チェックテストをして、前日の知識を
定着させます。

センターレベルの実践問題で時間
配分、知識の使い方など実践力を
養います。

センター試験レベルまたはそれより
少し難しい問題で総復習をし実践
力を養います。

センター試験レベルの問題で知識
の確認と考察問題の両方をしっか
り学習し，センターに備えます。

センター試験レベルの問題で知識
の確認と考察問題の両方をしっか
り学習し，センターに備えます。

センター政経

センター倫理

センター現代社会

センター地理地歴

公民

公民

公民

理科 センター化学

理科 センター地学基礎

理科 センター物理基礎

理科 センター化学基礎

理科 センター生物基礎

地歴 センター日本史

地歴 センター世界史

2019年度冬期講習
《講座授業》《講座授業》

テーマ型講座。授業後の質問も大歓迎。
※札幌駅から当校専用無料バスが出ています。1クラス／20名程度

〈時間帯〉
1限目
2限目
3限目
4限目

09：00～10：00
10：00～11：00
11：00～12：00
12：00～13：00

5限目
6限目
7限目
8限目

14：00～15：00
15：00～16：00
16：00～17：00
17：00～18：00

18：00～19：00
19：00～20：00
20：00～21：00

9限目
10限目
11限目

■ 科　　目 ： 全科目
■ 受 講 料 ： 19,250円（1科目90分×5回＋修了判定テスト1回）
■ 講習入会金 ： 5,500円（12/10までの申込で無料）
■ 時 間 帯 ： 右記の時間帯から2コマ選択

日本最強講師陣を揃え、先取り・反復学習など自由度が高く、大学別添削授業も取り揃えている。
お勧めは、通年のセンター過去問演習講座、AIを駆使した単元ジャンル別演習講座があります。

東進衛星予備校
《1：1のマンツーマン指導》《1：1のマンツーマン指導》

弱点克服と得意科目強化を目指すマンツーマン指導。個人
指導ならではの「学力を把握しながらプロが徹底指導」が魅
力です。
■ 科　　目 ： 全科目
■ 受 講 料 ： 12,000円（60分×6日間） チューターが指導
 15,000円（60分×6日間） 講師が指導
■ 時 間 帯 ： 下記の時間帯から1コマ選択

個人指導

1講義20分程度でレベル別・単元別の短時間集中のマンツーマンオンライン学
習です。ピンポイントなのであれもこれも学習したい人向き。

＠will

■ 科　　目 ： 全科目
■ 受 講 料 ： 5,500円（1ターム6日間 20分×30回）
■ 時 間 帯 ： 右記の時間帯から1コマ選択

ブロードバンド予備校
1講義50分で演習・解説までマンツーマン実施の完結型オンライン学習で
す。予習不要でその場で気軽に受講が可能。GTEC対応講座もあります。
■ 科　　目 ： 全科目
■ 受 講 料 ： 11,000円（1科目50分×10回）
■ 時 間 帯 ： 右記の時間帯から2コマ選択

マンツーマンで4技能に応じた英語力を養います。ネイティブスピーカーと
スピーキングトレーニングします。
■ 受 講 料 ： 9,800円（30分スピーキング指導×4回）
■ 時 間 帯 ： 右記の時間帯から1コマ選択

英検・GTEC スピーキング講座

《1：1のオンライン授業》《1：1のオンライン授業》何を受講すればよいかでお悩みの方は相談ください。 《1･2年生対象 高校授業サポート講座》《1･2年生対象 高校授業サポート講座》

高校の冬休みの課題、高校での授業の苦手や理解できない
範囲などの補足を少人数のグループで1つ1つわかるまで徹
底的に指導していきます。
■ 科　　目 ： 英語・数学・理科
■ 受 講 料 ： 15,000円（60分×6日間）
■ 時 間 帯 ： 下記の時間帯から1コマ選択

個別指導

※2名以上の受付となります。友達と一緒にお申し込みください。

■ 受講料　 19,305円（　　　　　　）1科目90分
×6日間

〈第①②ターム〉

12,870円（　　　　　　）1科目60分
×6日間

〈第③ターム〉

 9：00 ▼10：30

10：40 ▼12：10

1

2

3

4

5

6

12：50 ▼14：20

14：30 ▼16：00

16：10 ▼17：40

17：50 ▼19：20

〈第①ターム〉 12/16～12/21
センター数学 A/H/S

センター国語 A/H

センター英語 A/H/S

センター英語 A/H/S

センター生物

センター化学

センター国語 A/H

センター数学 A/S

センター地学基礎

センター物理

私大英語 A/H

―

センター物理基礎センター生物基礎 ―

―

―

―

―― ―

―

―

センター化学基礎

―

私大国語 A

昼食

―

―

―

―

―

 9：00 ▼10：30

10：40 ▼12：10

1

2

3

4

5

6

12：50 ▼14：20

14：30 ▼16：00

16：10 ▼17：40

17：50 ▼19：20

〈第②ターム〉 12/23～12/28
センター数学 A/S

センター国語 A/H

センター英語 A/H/S

センター倫理

センター政経

センター日本史

センター国語 A/H/S

センター数学 A/H/S

センター国語 A/H

センター現社 私大英語 A/H

センター世界史

センター地理

昼食

 9：00 ▼10：00

10：10 ▼11：10

11：20 ▼12：20

1

2

3

4

5

6

7

8

13：00 ▼14：00

14：10 ▼15：10

15：20 ▼16：20

16：30 ▼17：30

17：40 ▼18：40

〈第③ターム〉 1/6～1/11
センター数学 A/S

センター国語 A/H

センター英語 A/H/S

センター倫理

センター政経

センター日本史

センター物理

センター化学

センター英語 A/H/S

センター数学 A/H/S

センター国語 A/H

センター現社

センター世界史

センター地理

センター生物

私大英語 A/H

昼食

―

―

―

――

私大国語 H

難関レベル：Ａ　標準レベル：H　基礎レベル：S

※全て税込み

※全て税込み
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