
Winter2021年度 冬期講習のご案内

全校舎、常時「消毒」・「換気」をし、運営していますので、安心して登校ください。

高校生用
CLASSE UNIQUE

12/13 -12/18 12/20 -12/25第 ターム （土） （土）（月）（月）1 第 ターム2

第 ターム3 第 ターム4

12/27 ・ 12/28実戦模試

（日）（火）1/4 - 1/9 （木）（火）1/11 - 1/13

（月） （火）

1/15 ・ 1/16共通テスト同日体験受験 （土） （日）



受講料　 （1科目60分×6日間）

※テキスト代込み。税込表示。
※共通テスト英語は市販テキスト代として実費をいただきます。

※難関レベル：A　標準レベル：H　基礎レベル：S

1

12,870円
〈第3ターム〉

（1科目90分×6日間）
19,305円
〈第1、2ターム〉

麻生校 / 札幌駅前校

1クラス／20名程度 共通テスト仕上げ講座。授業後の質問も大歓迎。（麻生校のみ）

第 ターム1 12/13 - 12/18

CLASSE UNIQUE

時間帯 講座名 講座内容

共通テスト数学A/H

共通テスト国語A/H

共通テスト数学A/S

共通テスト国語A/H

私大英語

共通テスト英語A/H

共通テスト化学基礎

共通テスト地学基礎

私大国語

共通テスト英語A/H

共通テスト化学a

共通テスト生物基礎

共通テスト物理

共通テスト生物

共通テスト化学b

共通テスト倫理政経

①
9:00-10:30

②
10:40-12:10

③
12:50-14:20

昼食

④
14:30-16:00

⑤
16:10-17:40

⑥
17:50-19:20

共通テスト数学ⅠAの完璧な仕上げ講座。単元ごとにポイント解説をしていきます。

マーク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。

共通テスト数学ⅠAの完璧な仕上げ講座。単元ごとにポイント解説をしていきます。

マーク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。

中堅私立大学で出る文法問題などの小問で75％以上の得点獲得を目標とした講座です。

共通テスト英語リーディングとリスニングの総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をします。

共通テストレベルまたはそれより少し難しい問題で総復習をし、実戦力を養います。

共通テストと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。
中堅私大を確実にしつつ、有名私大を狙う。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。
共通テスト英語リーディングとリスニングの総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をします。
理論化学・有機化学の共通テストレベルの入試問題を扱い、知識の確認及びその使い
方の最終確認をします。
共通テスト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、共通テスト
に備えます。
波動・電磁気の共通テストと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。
共通テスト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。
理論化学・有機化学の共通テストレベルの入試問題を扱い、知識の確認及びその使い方の最
終確認をします。
共通テストに向けて最終確認に入ります。自分の知識で問題の解答に導く方法を、実践問題
を解きながら身につけましょう。

（土）（月）
下記講座 + SELECT LECTURE

※SELECT LECTUREについては4ページをご覧ください。
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受験料 2,200円

第 ターム2 12/20 - 12/25

クラズユニック実戦模試演習

※難関レベル：A　標準レベル：H　基礎レベル：S

時間帯 講座名 講座内容

共通テスト数学A/S

共通テスト英語A/H

私大国語

共通テスト英語A/H

共通テスト国語A/H

共通テスト数学A/H

共通テスト国語A/H

共通テスト倫理

共通テスト現代社会

私大英語

共通テスト物理基礎

共通テスト政経

共通テスト日本史

共通テスト地理

①
9:00-10:30

②
10:40-12:10

③
12:50-14:20

昼食

④
14:30-16:00

⑤
16:10-17:40

⑥
17:50-19:20

共通テスト数学ⅡBの完璧な仕上げ講座。単元ごとにポイント解説をしていきます。

共通テスト英語リーディングとリスニングの総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をします。
有名私立大学の問題を用いて、社会・経済的な論評・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。
共通テスト英語リーディングとリスニングの総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をします。
マーク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。

共通テスト数学ⅡBの完璧な仕上げ講座。単元ごとにポイント解説をしていきます。

マーク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。

共通テストに向けて最終確認に入ります。自分の知識で問題の解答に導く方法を、実践問題
を解きながら身につけましょう。
通常授業では触れられなかった「西欧哲学」「生産者・消費者問題」など、現代社会の必
須用語を総ざらい！共通テストの特徴に対応するには、戦後70年の歴史の流れをたどり
ながら用語をマスターすべきで、それを意識させます。

中堅私立大学で出る内容一致問題で70％以上の得点獲得を目標とした講座です。

共通テストレベルまたはそれより少し難しい問題で総復習をし、実戦力を養います。

戦後70年の政治経済の歴史を総ざらい。特に「それぞれの出来事を時代順に並べる」ド
リルを用意し、流れるように各トピックを覚えていきます。通常授業では触れられなかっ
たプラスαの重要事項にも言及。

平均点チャレンジ講座：基礎的な問題を用いて演習・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。

年末の2日間で模擬試験演習を全校舎で行います。
当日自己採点を行い復習してから帰宅する2日間です。

   9：00-10：00

10：10-11：10

11：20-12：40

13：20-14：40

15：00-15：30

地歴公民①

地歴公民②

国語

英語R

英語L

12/27
（月）

   9：00-10：00

10：10-11：20

11：30-12：30

13：10-14：10

14：20-15：20

理科基礎

数学①

数学②

理科①

理科②

12/28
（火）

円山校・麻生校・札幌駅前校
14：30-15：30

15：40-16：40

16：50-18：10

18：30-19：50

20：10-20：40

地歴公民①

地歴公民②

国語

英語R

英語L

1/15
（土）

14：50-15：50

16：00-17：10

17：20-18：20

18：30-19：30

19：40-20：40

理科基礎

数学①

数学②

理科①

理科②

1/16
（日）

円山校・麻生校・札幌駅前校

（土）（月）

12/27 ・ 12/28（火）（月）

受験料 無 料

大学入学共通テスト同日体験受験

「同じ日」に、「同じ問題」に挑戦できるチャンスは1年に1度だけ。
新高校3年生、そして新高校2年生を招待します。

1/15 ・ 1/16（日）（土）

下記講座 + SELECT LECTURE
※SELECT LECTUREについては4ページをご覧ください。

基礎事項の最終チェック。共通テストに必要な知識とそのポイントを再整理した後、仕
上げに共通テスト型実践問題に取り組みます。



第 ターム3 1/4 - 1/9

CLASSE UNIQUE

麻生校 / 札幌駅前校
CLASSE UNIQUE

※難関レベル：A　標準レベル：H　基礎レベル：S

時間帯 講座名 講座内容

共通テスト数学A/S

共通テスト英語A/H

共通テスト国語A/H

共通テスト英語A/H

共通テスト数学A/H

共通テスト国語A/H

共通テスト倫理

共通テスト倫理政経

共通テスト現代社会

共通テスト政経

共通テスト化学b

共通テスト日本史

共通テスト地理

共通テスト物理

共通テスト生物

共通テスト化学a

①
9:00-10:00

②
10:10-11:10

④
13:00-14:00

③
11:20-12:20

昼食

⑤
14:10-15:10

⑥
15:20-16:20

⑦
16:30-17:30

⑧
17:40-18:40

共通テスト数学全範囲の完璧な仕上げ講座。実戦形式で時間配分を含め指導していき
ます。
共通テスト英語リーディングとリスニングの総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をします。

マーク形式の実戦問題を使用して実戦力を仕上げる。

共通テスト英語リーディングとリスニングの総仕上げ講座。時間配分を確認しながら共
通テスト形式の問題を解いて実践練習をします。
共通テスト数学全範囲の完璧な仕上げ講座。実戦形式で時間配分を含め指導していき
ます。

マーク形式の実戦問題を使用して実戦力を仕上げる。

共通テストに向けて最終確認に入ります。自分の知識で問題の解答に導く方法を、実践
問題を解きながら身につけましょう。
共通テストに向けて最終確認に入ります。自分の知識で問題の解答に導く方法を、実践
問題を解きながら身につけましょう。
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。民族紛争、国際収支、南北問題など、第
2タームが歴史的観点で理解するのなら、第3タームは地理的観点で理解するという感じです。
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。民族紛争、国際収支、南北問題など。
第２タームが歴史的観点で理解するのなら、第３タームは地理的観点で理解するという感じです。

共通テストレベルの実践問題で時間配分、知識の使い方などの実践力を養います。

8割以上チャレンジ講座：標準以上の問題を用いて演習・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！
共通テスト実践問題。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。

共通テスト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。

共通テストレベルの実戦問題で時間配分、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いきます。

共通テストレベルの実戦問題で時間配分、知識の使い方などの実践力を養います。

（日）（火）

第 ターム4 1/11 - 1/13（木）（火）

3

下記講座 + SELECT LECTURE
※SELECT LECTUREについては4ページをご覧ください。

SELECT LECTUREのみ開講します。
※SELECT LECTUREについては4ページをご覧ください。

◎ONE to ONE LESSON（1：1）

◎Catch up  講座

◎速習講座（ブロードバンド予備校）（麻生校のみ）



今までの授業内容を定着させる講座を多数ラインアップ！

当校のチューター・講師たちが1：1個人指導でキミの要望に全て答えます！

対象生徒 内容を突き詰めて理解したい生徒、わからないところのみ指導を受けたい生徒

指導期間 12/13(月)～12/18(土)、12/20(月)～12/25(土)、1/4(火)～1/9(日)、1/11(火)～1/13(木)

受講料

6時間指導 講師

30,000円

チューター

24,000円

その日の授業がその日に身につく！！ 予習不要の3段階学習方法です。

速習講座（ブロードバンド予備校）（麻生校のみ）

1 導入講義 50分
※映像授業は100分（導入50分＋解説50分）が1講義で、講座により以下のように講義数・料金が異なります。

の画期的な学習法です。

受講料

講義数 4回

11,000円

5回

12,000円

11回

23,000円

16回

30,500円

受講料

6時間指導 講師

15,000円

チューター

12,000円

当校のチューター・講師たちが1(先生)：2(生徒)でキミたちの要望に答えます！
友達と一緒に受講することで受講料金も1：1の個人指導の半額で受講しやすく、真剣に楽しく学習できます。

Catch up  講座

対象生徒 友だちと一緒に高校の勉強内容の復習やわからないところの指導を受けたい生徒

2 自習演習 50分 3 解説講義 50分

1回の授業時間が20分程度です。 
受講期間6日間で2講座程度がおすすめです。

受講料

テキスト代

受講期間 12/13（月）-12/18（土）

5,500円

12/20（月）-12/25（土）

5,500円

1/4（火）-1/9（日）

5,500円

別途　※1講座当たり1,500円程度（講座によって異なります。）

ONE to ONE LESSON（1：1）

速習講座（＠will） アットウィル　

6時間 1教科 （期間内の任意の日にち）　例）1回2時間×3日間

6時間 1教科 （期間内の任意の日にち）　例）1回1時間×6日間

時間帯

時間枠①

15：00-16：00

時間枠②

16：00-17：00

時間枠③

17：00-18：00

時間枠④

18：00-19：00

時間枠⑤

19：00-20：00

時間枠⑥

20：00-21：00

※2名での申込みです。1名分の料金です。

テキスト代 含まれています

麻生校 / 札幌駅前校SELECT LECTURE

4

映像
授業

映像
授業



円山校CLASSE UNIQUE

東進衛星予備校（速習オンライン講座）

実績＆経験に基づいた個別指導予備校が
最善の手を提案します。

対象生徒 好きな時間・短期間で学びたい生徒、総復習をしたい生徒
指導期間 12/13(月)～1/13(木)　※直前必勝講座は2/23（水）まで受講可能　※校舎が休館日でも、自宅での受講が可能です。

指導形態 1講義×60分　※60分は1.5倍速受講の場合　※講座によって講義数が異なります。

時間帯

時間枠①

15：00-16：00

時間枠②

16：00-17：00

時間枠③

17：00-18：00

時間枠④

18：00-19：00

時間枠⑤

19：00-20：00

時間枠⑥

20：00-21：00

受講料

テキスト代 含まれています

2時間完成

7,700円

5時間完成

19,250円

記述型答案練習

38,500円

速習オンライン講座は、「時間」・「場所」を選ばない。
キミの好きなタイミングで始められるメリットを活かし、
あっという間に「わかる」に変わり、そして「できる」に変える！

時間がない生徒向けに長年の合格実績から、 
君にこの冬必要な情熱の講座一覧です。東進衛星予備校（速習オンライン講座） 講座推奨一覧

1講座：5時間で完成
コード 6018

コード 4850

コード 4762

コード 4771

コード 4795

コード 3901

コード 3912

コード 3921

コード 3931

コード 3942

コード 3954

コード 3961

コード 3972

校舎受講の場合

・英語のまとめ

・英語超頻出事項のまとめ

・数学Ⅰ・Aのまとめ

・数学Ⅱ・Bのまとめ

・数学Ⅲのまとめ（※3時間で完成）

・古文のまとめ

・漢文のまとめ（※3時間で完成）

・物理のまとめ

・化学のまとめ

・生物のまとめ

・世界史Bのまとめ

・日本史Bのまとめ

・地理Bのまとめ

英
語

数
学

国
語

理
科

地
歴
公
民

コード 2565

コード 2572

コード 2580

コード 2597

コード 2608

コード 2619

コード 2624

コード 2638

コード 2641

・直前必勝講座 英文読解 記述下線部和訳

・直前必勝講座 英文読解 記述・内容説明

・直前必勝講座 英文読解 客観式総合問題

・直前必勝講座 ベクトル

・直前必勝講座 数列

・直前必勝講座 微分積分

・直前必勝講座 私大型評論読解

・直前必勝講座 現代文記述・論述

・直前必勝講座 古典文法・知識

英
語

数
学

国
語

・直前必勝講座 力学・波動

・直前必勝講座 電磁気・熱

・直前必勝講座 無機化学

・直前必勝講座 有機化学

・直前必勝講座 生体と環境/生物の  進化と系統

・直前必勝講座 難関私大日本史

・直前必勝講座 日本史論述

・直前必勝講座 世界史論述

・直前必勝講座 世界史～戦後史編～

・直前必勝講座 世界史～テーマ史編～

・直前必勝講座 政治経済論述

理
科

地
歴
公
民

1講座：2時間で完成

AI
（選定）

速習
（時短）

即日解決
（プロ指導）

5



当校のベテラン講師陣が1：1個人指導で不足を徹底して補います！
当校出身の北医・札医のチューターも選択可能。またオンラインでの双方向受講も選べる個人指導です。

対象生徒 内容を突き詰めて理解したい生徒、わからないところのみ指導を受けたい生徒
指導期間 12/13(月)～12/18(土)　12/20(月)～12/25(土)　1/4(火)～1/9(日)　1/11(火)～1/13(木)

指導時間 6時間 1教科 （期間内の任意の日にち）
例） A： 1時間×6日間 ／ B：1.5時間×4日間 ／ C：2時間×3日間  (ご相談ください)

時間帯

時間枠①

15：00-16：00

時間枠②

16：00-17：00

時間枠③

17：00-18：00

時間枠④

18：00-19：00

時間枠⑤

19：00-20：00

時間枠⑥

20：00-21：00

受講料

6時間指導 講師

30,000円

チューター

24,000円

ONE to ONE LESSON（1：1）

※お申し込みは、4桁のコードを申込用紙にご記入ください。

コード 2654

コード 2662

コード 2688

コード 2670

コード 5262

コード 2713

コード 2726

コード 2734

コード 2869

コード 2397

コード 2767

・直前必勝講座 力学・波動

・直前必勝講座 電磁気・熱

・直前必勝講座 無機化学

・直前必勝講座 有機化学

・直前必勝講座 生体と環境/生物の  進化と系統

・直前必勝講座 難関私大日本史

・直前必勝講座 日本史論述

・直前必勝講座 世界史論述

・直前必勝講座 世界史～戦後史編～

・直前必勝講座 世界史～テーマ史編～

・直前必勝講座 政治経済論述

コード 9142

コード 0421

コード 9512

コード 9175

コード 5874

コード 4218

コード 4323

コード 6607

コード 3539

・東大対策英語 -要約・下線部和訳-

・東大対策 英作文

・難関国公立大英語演習（旧帝大レベル）

・東大数学演習 【Ⅰ・A / Ⅱ・B】 

・東大理系数学演習 【Ⅰ・A / Ⅱ・B / Ⅲ】 

・難関大対策理系数学演習

・東大現代文

・東大古文

・難関国公立大現代文

英
語

数
学

国
語

コード 9211

コード 9222

コード 1953

コード 5046

コード 6088

コード 5892

コード 5886

コード 4515

コード 4246

コード 4251

コード 9388

コード 9244

コード 4271

・東大対策物理演習

・難関国公立大対策物理演習

・東大対策化学演習

・難関大対策化学演習

・東大対策生物演習

・難関大対策生物演習

・東大対策世界史演習

・難関国公立大日本史演習

・東大日本史演習Ⅰ 政治外交史中心

・東大日本史演習Ⅱ 社会・経済・文化史中心

・東大対策地理演習

・難関国公立大地理演習

・上位私大日本史演習

理
科

地
歴
公
民

記述型答案練習講座　添削講座です
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高1･高2生は、1/15（土）・1/16（日）の共通テスト同日体験受験に参加しよう！ 無料です。



予備校クラズユニック 各校舎
紹介動画はこちらから www.classeunique.ac.jp

この冬、人生で最も勉強した1か月にしよう！

結果を出す！
大学受験予備校クラズユニック

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合　計

入金済

支払予定日

支払
方法

麻生本校 ・ 札幌駅前校 ・ 円山校

受講講座名ターム ターム受講料 受講講座名 受講料

生徒区分

生 徒
氏 名

申込日 受付担当持　　参

銀行振込

カ ー ド

円

2021年度冬期講習会申込用紙

冬期

冬期

冬期

冬期

冬期

共通テスト英語　市販テキスト代　実費

冬期

冬期

冬期

冬期

冬期

現役生 用

キリトリ線

※受講料は中面をご覧ください。

君も「大学受験」をいち早く体験！

大学入学共通テスト同日体験受験
大学入学共通テストと同じ日に同じ問題を麻生校・札幌駅前校・円山校で挑戦しませんか？「共通
テスト同日体験受験」1/15（土）・1/16（日）の午後から実施。無料招待。
共通テスト同日体験受験は、新高校3年生にとっては1年後に迫った大学受験へのスタートを切る
絶好の好機となります。
「同じ日」に、「同じ問題」に挑戦できるチャンスは1年に1度だけ。そのため、新高校3年生、そして
新高校2年生を招待します。
受験後は、予備校で指導している担当者が合格への道筋を丁寧にアドバイスします。また、翌週に
は、予備校教員の解説指導が受けられます。この機会に是非受験しましょう！

※「同日体験受験」を申込される方は、別紙がありますので必要事項を記入し提出ください。




