
 

 
 

4 月１２日（土）新学期開講！・個別相談会実施中 

受講講座や受験校の選択、受験勉強の進め方など、これから受験勉強をスタートする皆さんの 

疑問・質問に、個別におこたえしています。ご希望の日時をご連絡ください。 

 

２０１４年度 

大 学 受 験  日 曜 講 座 

高３生・高卒生対象 受験対策講座 
（１学期・２学期） 
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日曜講座に通って人生が変った。 

みなさんにそう感じてもらえる教室づくりを心がけています。 

 

未知のことがらを知る、自分で考える、それを表現する。 

そしてもちろん、志望校に合格する。 

日曜講座、といっても、日曜だけに開かれる教室ではありません。 

今までの受験勉強とはちょっと違う、 

しかも学校の勉強とも両立するという意味で、そう名づけました。 

少人数で、明確な目的意識を持った仲間の集まる日曜講座は、 

新しい発見と知的トレーニングの場でもあります。 
 

日曜講座は 1966 年に創設された教室です。「受験を通じ世界を学ぶ」ことを

めざし、当時では日本でただ１校、ユニークな受験を課していた国際基督教大学

（ＩＣＵ）を志望する受験生に、従来とはまったく異なったメソッドで、授業を

行ってきました。 

その内容を一口で言えば、 

➊「豊かな知識」を自分のものとし、 

➋「考える」習慣を身につけ、 

➌それを自分の言葉で「表現する」

ことです。 

つまり、教育の本来の姿でありながら、日本の学校制度の中でおざなりにされて

きたことを、誠実に追究したものです。 

新宿駅から徒歩２分の教室には、現在ではＩＣＵ志望者だけではなく、 

国公立・私立の難関大を目指す高校生・高卒生が集まっています。 

これまでに送り出した学生の総数は約 3,600 人に達します。 

それぞれが、日曜講座で学んだことをもとに、様々の分野で活躍しています。 

 

1966 年創設の歴史 
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日曜講座での１年 
 

■公開･春期講座（3/26～4/4）：基礎力診断＆目標設定期間 

 

►入会相談 

►科目選択相談 

►受験プラン相談 

►事前学習プログラム（高卒生） 

■１学期（4/12～7/14）：基礎力完成期間 

 

 
 

►模試･成績に基づく学習指導 

►志望校相談 

►学習相談 

►夏期講座受講相談・夏期学習法相談 

■夏期講座（7/15～8/31）：弱点克服と志望校別研究・対策期間 

 １学期の学習内容・成績をもとに，様々な講座の中から自分に必要な講座

を選択受講します。 

►志望校対策指導 

►夏期学習指導 

□第１回ＩＣＵ模試

■２学期（9/6～12/13）：実戦力強化期間 

 ►センター出願相談 

►受験校選定指導 

 
■冬期講座（12/15～1/6）：応用力・解答力養成期間

 志望校に対応できるよう，様々な講座の中から自分に適した講座を選択受

講します。 

►冬期講座受講相談・冬期学習法指導 

►受験校決定相談 

□第２回ＩＣＵ模試

■直前講座（1/7～2/5）：入試直前演習期間

 得点力ＵＰを目指し，様々な講座の中から自分に必要な講座を選択受講し

ます。 

►入試直前指導 

►受験期指導 

□大学入試センター試験

■入試（1 月末～） 

 

►入試シーズン突入後も教室を開放し，科目別質問・受験相談にお答えし

ます。 

►どの大学に進学するか決めかねている方には，大学生の「生の声」を聞

いた上で大学選びができるよう，日曜講座の OB/OG を紹介します。 

※個別面談および保護者面談は随時行います。ご希望の方は事務局までお申し出ください。 

合格 
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日曜講座の授業の流れ 
日曜講座独自のシステムで進められる３時間の集中講義は，学習することの楽しさや，新たな発見をもたら

してくれます。カリキュラムは，合格という目先の目標だけではなく，大学入学後のハードな勉強や社会に

出てからも通用する“真の知力”の育成までを視野に入れて，構築されています。 

 

予習 

 

予習とは，自分がわからない箇所・曖昧なところはどこか，を知るた

めのもの。つまり，どこに注意して講義を聞くべきか，自分で認識す

るために行うのが予習です。 

ですから，問題に正解できるかどうかは，この時点ではそれほど重

要ではありません。 

  

講義 

 

少人数で行われる講義は，アットホームな雰囲気の中にも程よい緊

張感があり，集中力が高まります。 

先生との距離も近く，授業中に質問することも可能です。 

疑問や不安をその場で解消できるので，着実に力がついていくの

が実感できます。 

講義の中で確認テストが行われることもあります。 

「きちんと理解できたか」「覚えるべき事柄を覚えているか」をチェックし

ます。 

このテストで正解できなかった問題や曖昧な事柄があったら，先生に

質問したり，ノートを見直したりする必要があります。 

  

復習 

 

時間が経過するにつれて，記憶の定着率は落ちていきます。 

講義で習ったことは，忘れないよう早めに復習するのがポイントで

す。ノートを見返して，講義の内容を振り返りましょう。 

宿題がある場合は，次回の講義までに終わらせておきましょう。 

  

質問 少人数クラスの日曜講座では，“質問待ち”で並んだりすることもあ

りません。 

復習していて「？」と思ったら，講義のない日でも質問しましょう。 

 
■欠席してしまったら 

 

体調不良・学校行事などで，やむを得ず講義を欠席してしまったとき

は，テキストの問題を解いて，先生に提出しましょう。 

添削した後，先生が解説します。 
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日曜講座での１日 
 
■学校が終わったら 

 

日曜講座の教室は，朝９:３０から開いています。 

自習室を開放していますので，放課後・部活後などの空き時間を上手に

使いましょう。（※自習室では，飲食もできます。） 

■講義 

 

少人数で行われる講義は，“聞いているだけ”“ノートを取るだけ”という，一

方通行で受け身なものではありません。 

教わったことをもとに考え，場合によっては意見を述べることもあります。 

■講義が終わったら・・・・・・空き時間の過ごし方 

 

いまひとつ理解できなかった箇所，腑に落ちない事柄など，授業中の疑問

点は，休み時間や空き時間を利用して，どんどん質問しましょう。 

 

 

知的情報は Library で補えます。 

Library には，現代文・小論文に頻出の書籍はもちろんのこと，“教養ある

受験生”になるために読むとよいもの，話題の新刊，大学のレポートで指定

される書籍，見ておきたい映像（DVD）などがそろっています。 

 

リスニングの力をつけたい人は，リスニング力アップのためのトレーニング

教材を自由に利用できます。 

 

閲覧用のＰＣを使って，大学の情報などを調べることもできます。 

 

受験勉強に不安はつきもの。一人で解決できないときは，日曜講座のスタ

ッフに相談しましょう。高校での選択科目の決定，大学の学部・学科選び

から日々の学習相談まで，講師とスタッフが連携をとって一人一人をカウ

ンセリングし，受験までサポートします。保護者を交えての三者面談も，希

望に応じて実施し，保護者との連携も図ります。 

 

日曜講座を卒業した大学生・大学院生たちが，よく遊びに来るのも，日曜

講座の自慢のひとつです。 

気になる大学生活について，いろいろ聞いてみましょう。 

卒業生によるブログ「キャンパス・ダイアリー」（http://ainichiy.exblog.jp）

で，モチベーションもあがります。 
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受講講座の選択（１学期・２学期） 

「コース受講」と「単科講座受講」のどちらにするかを決めよう！ 

志望校・受験科目に合わせていくつかの講座がセットになった「コース受講」と，自分の好きな講座を

選んで受講する「単科講座受講」があります。「コース受講」の場合，受講料が大幅に割引になります。

お申し込みの際は，ご注意ください。 
 

■コース受講………決められた講座を受講します。受講料の割引があり，大変お得です。 

高卒生 

大学生 

⇒ 

高卒生向けＩＣＳコース     ※別冊のパンフレットをご覧ください。 
・難関私大文系コース 

・難関私大理系コース 

・難関私大薬学系コース 

・ＩＣＵ＋国公立併願コース 

・ＩＣＵ＋難関私大文系併願コース 

・ＩＣＵ＋難関私大理系併願コース 

・ＩＣＵ単願コース 

・ＩＣＵｔｒａｎｓｆｅｒ／ｒｅ・ｅｎｔｒｙコース 
   

高３生 

⇒ 

・ＩＣＵ受験コース 

・慶応ＳＦＣ受験コース 

・ＩＣＵ／慶應ＳＦＣ併願コース 

・難関私大受験コース 

・難関私大理系受験コース 

   

●単科講座受講………自分の好きな講座を選んで受講します。 

大学生 

高卒生 

高３生 

⇒ 

・ＩＣＵ受験対策講座 

・ＩＣＵ AO 入試対策 

・ＩＣＵ帰国入試対策小論文 

・ハイレベル受験英語 

・慶応 SFC 対策小論文 

・受験小論文 

・読解力／表現力養成講座 

・受験数学 IAIIB【講義】 

・受験数学 IAIIB【演習】 

・受験数学 IIIC 

・センター対策 数学 IA 

・センター対策 数学 IIB 

・受験世界史【講義】 

・受験世界史【演習】 

・受験古文 

・受験漢文 

・受験物理 

・受験化学 

・通信制 ＩＣＵ受験対策講座 

・通信制 東京外語大世界史論述対策 
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■ＩＣＵ＋難関私大（小論文なし）受験コース 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース D コース 
（月）受験世界史・講義または 

（木）受験数学 IAIIB・講義 
\80,000 ● ● - - 

（火）読解力/表現力養成講座 \40,000 ● - ● -

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● ● ●

（土）ＩＣＵ受験対策講座 \110,000 ● ● ● ●

 ￥310,000 ￥270,000 ￥230,000 ￥190,000

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 

 ￥215,000 ￥195,000 ￥175,000 ￥155,000

 

 

 

■ＩＣＵ＋難関私大（小論文あり）受験コース 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース D コース 
（月）受験世界史・講義または 

（木）受験数学 IAIIB・講義 
\80,000 ● ● - - 

（火）読解力/表現力養成講座 \40,000 ● - ● -

（水）受験小論文 \40,000 ● ● ● ● 

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● ● ●

（土）ＩＣＵ受験対策講座 \110,000 ● ● ● ●

 ￥350,000 ￥310,000 ￥270,000 ￥230,000

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 

 ￥235,000 ￥215,000 ￥195,000 ￥175,000

 

 

 

■ＩＣＵ＋ＳＦＣ受験コース 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース Ｄコース 
（月）受験世界史・講義または 

（木）受験数学 IAIIB・講義 
\80,000 ● ● - - 

（火）読解力/表現力養成講座 \40,000 ● - ● -

（水）受験小論文 \40,000 ● ● ● ●

（水）ＳＦＣ小論文 \40,000 ● ● ● ●

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● ● ● 

（土）ＩＣＵ受験対策講座 \110,000 ● ● ● ● 

 ￥390,000 ￥350,000 ￥310,000 ￥270,000

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 

 ￥250,000 ￥230,000 ￥210,000 ￥190,000
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■ＳＦＣ＋難関私大受験コース 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース 
（火）読解力/表現力養成講座 \40,000 ● - ● 

（水）受験小論文 \40,000 ● ● ● 

（水）ＳＦＣ小論文 \40,000 ● ● ● 

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● - 

 ￥200,000 ￥160,000 ￥120,000 

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 

 ￥150,000 ￥130,000 ￥110,000 

 

 

 
 

■ＳＦＣ＋難関私大受験コース(数学受験) 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース D コース 
（火）読解力/表現力養成講座 \40,000 ● - ● - 

（水）受験小論文 \40,000 ● ● ● ●

（水）ＳＦＣ小論文 \40,000 ● ● ● ●

（木）受験数学 IAIIB・講義 \80,000 ● ● ● ●

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● - - 

 ￥280,000 ￥240,000 ￥200,000 ￥160,000

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 

 ￥200,000 ￥180,000 ￥150,000 ￥130,000

 

 

 

■難関私大文系（小論文あり）受験コース 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース D コース 
（月）受験世界史・講義または 

（木）受験数学 IAIIB・講義 
\80,000 ● ● - - 

（火）読解力/表現力養成講座 \40,000 ● - ● -

（水）受験小論文 \40,000 ● ● ● ●

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● ● ●

 ￥240,000 ￥200,000 ￥160,000 ￥120,000

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後  

 ￥200,000 ￥170,000 ￥140,000 ￥110,000
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■難関私大文系受験コース 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース Ｄコース 
（月）受験世界史・講義または 

（木）受験数学 IAIIB・講義 
\80,000 ● ● - ● 

（火）読解力/表現力養成講座 \40,000 ● - ● ●

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● ● - 

 ￥200,000 ￥160,000 ￥120,000 ￥120,000

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 

 ￥170,000 ￥140,000 ￥110,000 ￥110,000

 

 

 

■難関私大文系（ｾﾝﾀｰ数学あり）受験コース 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース D コース 
（月）受験世界史・講義 \80,000 ● ● ● - 

（火）センター数学 IA \40,000 ● ● - ●

（火）センター数学 IIB \40,000 ● - ● ●

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● ● ●

 ￥240,000 ￥200,000 ￥200,000 ￥160,000

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後  

 ￥200,000 ￥170,000 ￥170,000 ￥140,000

 

 

 

■難関私大理系受験コース 
※受講料は１学期あたりの金額。分割払いも可能です。 

講座名 受講料 A コース Ｂコース Ｃコース 
（木）受験数学 IAIIB・講義 \80,000 ● - ● 

（木）受験数学 IIIC・講義 \80,000 ● ● ● 

（金）ハイレベル受験英語 \80,000 ● ● - 
 ￥240,000 ￥160,000 ￥160,000 

 ↓割引後 ↓割引後 ↓割引後 

 ￥200,000 ￥140,000 ￥140,000 

 

 
※上記のいずれのコースにも該当しない方や，どのコースを選択すればよいかわからない方

は事務局までお尋ねください。
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●単科講座一覧 
 

 

ＩＣＵ受験対策講座 
―４８年の歴史が誇る，最強の講義。―

抜群の合格率！ ５時間の集中講義が 
ＩＣＵ入学後のハードな勉強にも役立つ「知的体力」を養成。 

【講義内容】人文/社会科学・英語読解・英語リスニング・総合教養の４教科に分けて講義を行

う。毎回５時間の集中講義は，頭を活性化するだけでなく，ＩＣＵ入試に耐えうる集中力・精

神力・知的体力をも養成する。授業は入試同様，講義を聴いたうえでその場で資料を読み，設

問に答える形式で進められるので，予習は不要。また，講義の他に２学期終了時まで毎回，総

合教養対策チェックテストと英単語テストを実施する。カリキュラムは通年（１学期～冬期講

座）で組まれているので，年間を通しての受講が望ましい。 

【開講曜日】土曜日（15:00～21:00）※途中１時間の食事休憩をはさみます。 

１学期（2014 年 4/12~7/12  全 13 講）   【受講料】￥110,000 

２学期（2014 年 9/6~12/13   全 13 講）   【受講料】￥110,000 

【チェックテスト】 
  総合教養対策 各学期 13 回  英単語テスト 各学期 12 回 

 

 

ＩＣＵ・ＡＯ入試対策講座 
―自らを見つめ直しながら，物事を的確にとらえる力を養う―

第一次選考突破を目指す 

【講義内容】ＩＣＵのＡＯ入試の，第一次選考（書類審査）を突破するための講座。ＡＯ入試

では，自分自身を等身大に評価することが求められるが，こうした「自己アピール」は，日本

人が苦手とすることのひとつでもある。この講座では，講師による面談とエッセイ作成・添削

を通して，自己アピールの仕方を習得する。 

【開講曜日】2014 年４月 12 日以降，いつからでも始められます。第一次選考の出願締切日ま

での期間に，合計６回，講師による面談＋エッセイの添削指導が受けられます（個別指導）。

エッセイの課題は，第１回目の面談にて指定します。 

TOEFL/TOEIC のスコア・英検に不安がある人は，「ハイレベル受験英語」を併せて受講す

ることをお勧めします。 

【受講料】￥50,000 
※「ＩＣＵ受験対策講座」受講生は￥30,000 で受講できます。 
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ＩＣＵ ４月入学帰国入試 小論文対策 
―豊かな知性を身につけ，資料理解度を高める―

資料読解力と文章表現力を同時に身につける 

【講義内容】７０分で資料読解＋設問３題，という，なかなかハードなＩＣＵの帰国入試小論文。

この講座では，「作文と小論文は何が違うか」という解説から始め，「小論文を書くためには，

どのように資料を読解すればよいか」というポイントに重点を置いて，指導する。「知っておき

たい時事問題や重要事項」もまとめて講義するので，これまで小論文を書いた経験が少ない人

や，入試前に 終調整をしておきたい人に 適。 
【開講曜日】2014 年 8 月 26 日～8 月 30 日（予定） 
【受講料】￥50,000 

 

ハイレベル受験英語  ― 英語を logical に読み，思考する ―

国公立大や早・慶・上智・ＩＣＵなどの 
ハイレベルの入試問題に対応できる英語力を築き上げる。 

【講義内容】ボリュームもあり，英文の内容そのものが難解な難関大の英語に対応するために，厳

選された良質の入試問題を用い，あらゆる角度から英語力を鍛える。英文理解の基本ツールで

ある単語・文法・構文の整理，日本語の文章力と論理思考力を鍛えるための要約練習も行な

う。英語の学習を通して生半可な“教養”ではなく，未来を切り開く本物の“知性”を身につ

けることが目標。それが見えてきたとき，受験はすでにはるか後方に位置していることに気づ

くことだろう。なお，希望者には毎回，英単語・熟語テストを実施する。 

【開講曜日】金曜日（17:45～21:00） 
１学期（2014 年 4/18～7/11  全 12 講）  【受講料】￥80,000 
２学期（2014 年 9/12～12/5  全 12 講）  【受講料】￥80,000 

 

読解力・表現力養成講座―  論理的思考力・読解力を養う ―

人類の叡智にアクセスする手段を自分の手に 

【講義内容】ＳＦＣ小論文やＩＣＵ人文・社会科学で出題される，日本語の長文資料を読み通す力

を習得する。指示語や接続語といったシグナル表現への注目，段落間の関係分析や論証パターンの

把握，重要語句や頻出テーマの背景知識の理解など，評論文・論説文を読み解くのに必要な技能や

知識を解説する。１学期は「言語」や「貨幣」，「国家」などを論じた資料をテキストにして，人

文・社会科学の基本的な概念に関する理解を深めるとともに，読むための論理と感覚を育成する。

２学期は課題資料を読んでその要旨を作成する，自分なりの論点を設定する，自分の考えを表明す

るのに必要な材料を考えるなど，アウトプットを意識した読解力を養成する。 

本講座は次のような方に特にお勧めです。 

・小説を読むのは好きだが、専門的な評論や論説は苦手だ。 

・いろいろなテーマについて同世代のひとの他の意見も聞いてみたい。 

・SFC または ICU を受験したのだが、準備不足で歯が立たなかった。 

※「ＩＣＵ受験対策講座」や「ＳＦＣ小論文講座」とあわせて受講することで，志望校対策の

精度をより高めることができます。 

【開講曜日】火曜日（17:45～19:15） 
１学期（2014 年 4/15～7/8   全 12 講）  【受講料】￥40,000 
２学期（2014 年 9/9～12/2   全 12 講）  【受講料】￥40,000 
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受験小論文 ― 表現力・資料分析力を鍛える ― 

一生モノの書く力を今、身に着ける。 

大学の講義並みに詳しい，語句・背景説明で知性が光る。 

【講義内容】小論文を書くためのノウハウを初歩から 難関校の水準まで１年間かけて学ぶ。あい

まいにしか知らない原稿用紙のルールや英数字の書き方から，論点を多角的に考察し，データを使

って力強く主張する工夫など，文章力を段階的に身につけていく。１学期は小論文の書き方の基本

を学ぶとともに，頻出テーマやその背景知識について解説する。２学期からは過去問を使って，本

番で十分に力を発揮できるよう実戦的な授業を行う。受講生から提出された答案は講師が添削し，

個別にアドバイスを書いて返却する。１年間通して授業を受けることで，受験校の幅を広げられる

だけでなく，レポート作成など大学生になっても通用する，本物の書く力を手に入れる。 

本講座は次のような方に特にお勧めです。 

・文章を書くのは好きだけど，ひとに読んでもらうと小論文になっていないと言われる。 

・言いたいことはあるのだが，文章にしようとするとすごく時間がかかってしまう。 

・行きたい大学があるのだが，受験科目に小論文があるのでどうしようか迷っている。 

 

※ＳＦＣ志望者は本講座とあわせてＳＦＣ小論文を受講することで，答案を完成させる力が

より効果的に身につきます。 

【開講曜日】水曜日（17:45～19:15） 
１学期（2014 年 4/16～7/9    全 12 講）  【受講料】￥40,000 
２学期（2014 年 9/10～12/3  全 12 講）  【受講料】￥40,000 

 
 

慶應ＳＦＣ対策小論文 ―抜群の合格率が，質の高さの証拠 ― 

ＳＦＣを本気で目指すためひとのための講座。 

【講義内容】毎年ユニークな出題で知られるＳＦＣ小論文に的をしぼった授業を行う。政治・経済

や環境・テクノロジーなどに関する重要事項を学ぶとともに，複数の資料から要点を抽出し，比較

する練習や，もやもやとしたアイディアを明確な提案に練り上げるワーク，自分の発想を視覚的に

表現する訓練など，ＳＦＣ小論文で必須のスキルを磨く。１学期は頻出テーマやその背景知識につ

いて解説するとともに，論述や企画提案のコアとなるアイディアを確固たるものに仕上げていくメ

ソッドについて学ぶ。２学期では過去問やオリジナルの想定問題を使って，本番で十分に力を発揮

できるよう実戦的な授業を行う。 

本講座は次のような方に特にお勧めです。 

・ＳＦＣの過去問をみて，これはやばいと思った。 

・英語には自信があるけど，日本語での論述は苦手である。 

・特定のジャンルだけでなく，幅広いテーマについて関心がある。 

 

※基本的な文章力に不安のある方は「受験小論文」をあわせて受講することをお勧めします。 

【開講曜日】水曜日（19:30～21:00） 
１学期（2014 年 4/16～7/9    全 12 講）  【受講料】￥40,000 
２学期（2014 年 9/10～12/3  全 12 講）  【受講料】￥40,000 
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受験古文   ― 単語･文法･常識を有機的に結合 ― 

必須三大要素（単語・文法・常識）を読解へ活かす。 
古文の世界に興味がわいてくる。 

【講義内容】良質の入試問題を通じ文法・単語を整理しつつ，古文を読む上で必要となる作

品に関する知識・古典世界の常識を養う。また得た知識を読解へ活かす方法を具体的に解

説し，合格点に到達する“古文力”を養成する。 

【開講曜日】水曜日（11:00～15:00）※12:30～13:30 の休憩時間をはさみます。 
１学期（2014 年 4/16～7/9     全 11 講） 【受講料】￥80,000 
２学期（2014 年 9/10 ～12/3  全 11 講） 【受講料】￥80,000 

 
 

受験漢文   ― ルールを学び，満点科目に ― 

ルールを正しく身につければ，強力な満点科目になる。 

【講義内容】訓読の基礎・再読文字・句形・単語など，漢文読解に必要なルールを学び，入

試問題を通じて漢文を正しく読む力を習得する。漢文世界にも親しめるよう，随時文学史

についても解説を行う。 

【開講曜日】木曜日（11:00～12:30） 
１学期（2014 年 4/17～7/10   全 11 講）  【受講料】￥40,000 
２学期（2014 年 9/11～12/4   全 11 講）  【受講料】￥40,000 

 

受験数学 IAIIB  ―ハイレベルな数学力を養成― 

論証力の強化，発展的な技巧の獲得を目指し， 

難関校入試に耐え得る思考力，発想力を養成する。 

【講義内容】数学を国公立大二次試験，私大の受験科目にする人が，難関校の入試において，

同じ様にがんばってきた他の受験生から一歩抜きん出るための実戦力を身に付けるための講

座。ⅠAⅡB の範囲で，受験生の苦手とする分野を中心に，標準～発展問題に対応する数学

力を構築する。 

【開講曜日】木曜日（17:45～21:00） 
１学期（2014 年 4/17～7/10   全 12 講）  【受講料】￥80,000 
２学期（2014 年 9/11～12/4   全 12 講）  【受講料】￥80,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

受験数学 IAIIB・演習 ―隙のない解答作成能力を磨く― 
実戦的な問題演習を通して，重要事項の理解を深め， 

入試問題への対応能力・解答作成力を養成する。 

【講義内容】「受験数学ⅠAⅡB」の講義で学んだ内容を，前週の講義で取り上げた問題の類

題を解くことでより深く理解し，実戦力を鍛える。前半 90 分は実戦問題演習，後半 90 分は

講師による解答解説を行う。 

【開講曜日】月曜日（13:30～17:00） 
１学期（2014 年 4/21～7/14  全 12 講）  【受講料】￥40,000 
２学期（2014 年 9/8～12/1    全 12 講）  【受講料】￥40,000 
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難関大理系数学 ― 目指せ！理系数学のエキスパート ― 

しっかりした論証に基づく思考力，速く正確な処理を可能にする計算力， 
初見の問題にも対応できる豊かな発想力など，合格に必要なすべてを整備。 

【講義内容】数学Ⅲの「微・積分」を中心に，理系難関大の入試に耐えうる数学力を総合的に構

築する。「公式・定理の本質的意味」「使い方」「計算の技巧」など，問題を解く上で重要な

事柄を実際の入試問題を通してもれなく解説していく。 

【開講曜日】水曜日（17:45～21:00） 
１学期（2014 年 4/16～7/9    全 12 講）  【受講料】￥80,000 
２学期（2014 年 9/10～12/3  全 12 講）  【受講料】￥80,000 

 

 

センター数学 IA ― ｾﾝﾀｰ必勝のためのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ― 

とにかく得点をアップする。 
センター試験で頻出の事項とその周辺を徹底的に演習する超実戦講座。 

【講義内容】センター試験で実際に問われる内容を，仕組みからきちんと理解し，その理解の

上に立って，確実に解けるようにする。１学期はマークセンス方式には拘らず，基本を充実

させることに専念し，２学期，よりハイレベルな問題で学力を整えつつ，センターの過去問

その他でマークセンス方式に慣れるようにする。 

【開講曜日】火曜日（17:45～19:15） 
１学期（2014 年 4/15～7/8   全 11 講）  【受講料】￥40,000 
２学期（2014 年 9/9～12/2   全 11 講）  【受講料】￥40,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

センター数学 IIB ― ｾﾝﾀｰ必勝のためのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ― 

とにかく得点をアップする。 
センター試験で頻出の事項とその周辺を徹底的に演習する超実戦講座。 

【講義内容】センター試験で実際に問われる内容を，仕組みからきちんと理解し，その理解の

上に立って，確実に解けるようにする。１学期はマークセンス方式には拘らず，基本を充実

させることに専念し，２学期，よりハイレベルな問題で学力を整えつつ，センターの過去問

その他でマークセンス方式に慣れるようにする。 

【開講曜日】火曜日（19:30～21:00） 
１学期（2014 年 4/15～7/8   全 11 講）  【受講料】￥40,000 
２学期（2014 年 9/9～12/2   全 11 講）  【受講料】￥40,000 
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受験物理  ― 理解度を高め，迅速な思考を目指す ― 

基本法則や基本原理から緻密に学習。 
問題の誘導を的確に把握する力をつける。 

【講義内容】重要な事項の確認によって，物理の基本的な考え方を身につけ，例題の解説を

通して，原理・公式の使い方など，問題解法をマスターすることを目指し，難関校入試に

も対応できる学力を構築する。また例題で取り上げる各テーマに対しては，練習題をつけ

て理解・思考力の充実をはかる。 

【開講曜日】水曜日・木曜日（11:00～12:30）の週２回 
１学期（2014 年 4/16～7/10   全 22 講）  【受講料】￥80,000 
２学期（2014 年 9/10～12/4   全 22 講）  【受講料】￥80,000 

 

受験化学 ― 記憶を基に思考する力をつける ― 

種々の法則や概念を本質から理解。 
知識を体系化し有効な考え方を身につける。 

【講義内容】 近の入試では，現在の化学が抱えている問題の一端を総合的に扱う，思考型

の問題が増加している。この講座ではこうした傾向に対応すべく，事実を知識としてただ

覚えるだけに留まらず，その現象や反応が起きる背景を理解し，思考力・洞察力を鍛え

る。理論・有機・無機すべての分野にわたって，本質をより深く理解し，問題演習を通じ

て明快な解法を身につけることを目指す。 

【開講曜日】火曜日・金曜日（11:00～12:30）の週２回 
１学期（2014 年 4/15～7/11   全 22 講）  【受講料】￥80,000 
２学期（2014 年 9/9～12/5     全 22 講）  【受講料】￥80,000 

 

受験世界史・講義 ― 現代世界を見る眼が変わる ― 

「とにかく暗記」→「整理上手」へ。体系的理解で，テーマ史にも対応。 
【講義内容】時代別・地域別に歴史の流れを講義。参考資料を多用し，単なる暗記ではなく

体系的理解を促す。講義に並行して入試問題を用い，実践的応用力も養成する。なお，希

望者には毎回，知識定着度チェックテストを実施する。 

【開講曜日】月曜日（17:45～21:00） 
１学期（2014 年 4/14～7/14  全 13 講）  【受講料】￥80,000 
２学期（2014 年 9/8～12/1    全 13 講）  【受講料】￥80,000 

 

受験世界史・演習 ― 演習を通して記憶の定着をはかる ― 

記憶した事柄・理解した内容を，どのように使っていくのか。 

【講義内容】前週の講義で扱った範囲について，実際の入試問題を用い演習を行う。同じ範

囲を講義・演習と２回学習することで，記憶の定着をはかるとともに，正答選択肢を見抜

く目・考え方の養成を目指す。記述・論述問題のポイントも解説する。前半 90 分は実戦

問題演習，後半 90 分は講師による解答解説を行う。 

【開講曜日】月曜日（13:30～17:00） 
１学期（2014 年 4/21～7/14   全 12 講）   【受講料】￥40,000 
２学期（2014 年 9/15～12/1   全 12 講）   【受講料】￥40,000 
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《通信制》ＩＣＵ受験対策講座 
－自宅で学べるＩＣＵ受験対策講座－ 

教室への通学が物理的に不可能な方 
ＩＣＵの問題形式に慣れておきたい方 

実力アップをはかりたい方 

【講義内容】通学講座の「ＩＣＵ受験対策講座」の１学期・２学期のカリキ

ュラムとほぼ同じ内容を，自宅にて学習する。教材に関する質問には授業

を担当している講師が，受験全般に関しては日曜講座スタッフが責任を持

って回答するので，入試まで不安なく学習を進められる。さらに通学講座

の夏期講座・冬期・直前講座を受講すれば，知識を拡充し，技術の完成度

を高めることができる。 

【開講日】 １学期（2014 年 4/18 より随時） 
２学期（2014 年 9/12 より随時） 

【受講料】１学期￥85,000・２学期￥85,000 
     ※１学期・２学期一括納入の場合￥160,000（一括割引）。 

（自然科学受験の方は１学期￥70,000・２学期￥70,000・一括￥130,000） 

【受講特典】 
１．日曜講座入会金（￥20,000）免除 
２． 夏期講座・冬期講座・直前講座申込優先受付 
３．ＩＣＵ模試受験料（￥3,000＋￥4,000）免除 
４．学習法・併願校受験に関する相談 

【教材構成】１学期・２学期とも 
人文社会科学対策 
総合教養対策 
英語リスニング対策（ＣＤ付） 
英語（読解）対策 
補助教材 

 
総合教養対策小テスト／英単語テスト 各１０回 
英単語帳／2014 または 2015 年度ＩＣＵ赤本（教学社） 

 

 
 

※パンフレットと見本教材を無料にてお送りしています。 

ご希望の方は事務局までご連絡ください。 
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《通信制》東京外語大・世界史論述対策 
－独学では対策しにくい論述も、添削指導でバッチリ－

 

課題提出と丁寧な添削指導で“論述力”を身につけ， 

自信を持って入試に臨もう！ 
【講義内容】東京外語大（２次）の世界史論述では，通常学習で獲得した知識を，設問に応

じて整理し，再編成する力が必要。この講座では，実際に論述答案を作成することで，論

述力をアップさせるとともに，理解が曖昧な分野・時代をチェックし，入試に備える。希

望者には入試までに 90 分×４回のスクーリング（講義）も実施し，外語大入試に備え

る。 

【開講曜日】2014 年 10 月 1 日開講。 【受講料】￥30,000 

【教材構成】 添削課題（１６問）／自由課題（１６問） 
スクーリング（講義）90 分×４回 

※スクーリングは希望者のみ。スクーリングなしでも，きちんと学習できるよう指導します。 
※課題の提出締め切り日は，2015 年１月 25 日とします。 
※ご希望の方には無料にて見本教材をお送りします。事務局までお問い合わせください。 

 

 
 
 

新高３生のためのＩＣＵ受験対策講座
※2015 年４月より高３生になる人を対象とした，2016 年度受験用の講座です。 

余裕を持って受験勉強をスタート！ 
【講義内容】４月からの本格的なＩＣＵ受験対策講座に先立ち，ＩＣＵ入試では何が問われるのか

を講義する。あわせて高３になる前に勉強しておくべきことと，具体的な勉強法を解説。講義は，

その場で問題（資料）を読んで考える形式で進められるので，予習は必要。ＩＣＵの併願校に関す

るアドバイス・高校の授業の科目選択についても，随時指導していく。 

【開講曜日】土曜日 17:45～21:00（2015 年 1/18～3/22  全 10 講を予定） 

【受講料】￥65,000
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ＩＣＵ模試 
－ＩＣＵ合格への道を拓く－ 

【概要】 

 ＩＣＵ入試の難しさは，高校生の常識を超えた

多岐にわたる分野についての理解力・知識量が問

われることと，情報を的確に取捨選択し，すばや

く処理する能力が問われることにあります。一般

的な大学入試とは趣を異にする，こうした“独創

的”な入試に対応するためには，日頃の学習や生

活態度もさることながら，問題を解く“経験”を

積み，自分が も実力を発揮できる“戦術”を手

に入れることが重要です。 

 日曜講座では年に２回，ＩＣＵ模試を実施しています。模試の問題は実際の入試とほ

ぼ同レベルに作成されていますので，その時点での学習到達度とその後の学習課題がき

ちんと把握できます。また入試当日同様マークシートに解答することにより，入試の臨

場感が擬似体験でき，試験の雰囲気に慣れるのにも 適です。 

 ＩＣＵを受験した皆さんから寄せられる感想には，「興味深く読めた」「難しかっ

た」「得意な分野でよかった」といった出題内容に関するものの他に，「時間が足りな

かった」「パニクってしまった」といった，明らかに“経験不足”を示す感想も含まれ

ています。特に，解答時間の短い英語（リスニング）では，マークシート記入の要領や

時間配分が，合否を左右する大きな要因になります。 

 この模試を有効に活用し，入試当日は自分の 大限の実力を発揮できるようにあなた

の“戦術”を獲得してください。 

（※この模試は，偏差値や合格可能性判定を目的とするものではありません。） 

 
 
【実施日】第１回 2014 年 8 月 10 日，16 日，17 日を予定。 
     第２回 2014 年 12 月 27 日，28 日，29 日を予定。 

【受験料】第１回 ￥3,000 
     第２回 ￥4,000 

【実施科目】 
第１回 人文・社会科学／英語（読解･リスニング） 
第２回 全科目実施予定。 

【データ返却】 
郵送にて返却します。 
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無料公開・教養講座 

 

Liberal Arts Seminars (LAS) 

 
 

ＬＡＳには日曜講座のエッセンスが詰まっています。 

 日曜講座の理念を象徴する大きな柱が Liberal Arts Seminars (LAS)です。LAS では日曜講座の講

師陣がそれぞれ専門分野の講義や発表を行ったり，外部から研究者・学者・作家・ジャーナリストな

どを招き，講義や講義・ディスカッションを行ったりします。これは講師と参加者の共同作業を通し

て，私たちが今生きている“時代”をさまざまな面からとらえようという楽しくかつ意義ある試みで

す。 

 LAS に参加することは，小論文や現代文の対策に役立つだけでなく，進路や人生を考えるヒントに

もなります。また，多くの高校生や受験生に欠けていると言われている「知的常識」が身につき，毎

日の勉強も新しい意味を帯びてくるようになります。 

 LAS は原則として月１回，日曜日や祝日に開かれます。すべての日曜講座在籍者は，無料で出席で

きます。強制ではありませんが，毎回出席することにより視野が広がり，日常の生活も変わってくる

ことでしょう。 
 
 
 

これまでのＬＡＳより一部内容紹介 

 

■五十嵐泰正（東京大学大学院） 
  いま、そこにあるグローバライゼーション 
■中溝和弥（日本学術振興会特別研究員） 
  大学で学んだこと：インド研究を中心に 
■中村恵 

（国連難民高等弁務官事務所・国連ＨＣＲ協会） 

  国連で働くということ 

■工藤博海（一橋大学大学院） 
  テロ戦争の想像力 
■西元宏治（東京大学大学院） 

  対テロ・イラク戦争と国際法 

■芝崎厚士（日曜講座講師） 
  ２１世紀の戦争と平和 
■岡本茂（ＪＩＣＡ） 

  激動の地域で出会った人々 

■奥野英子（筑波大大学院助教授） 

  障害者福祉とリハビリテーション 

■ヴァルド・ヴィリエルモ（ハワイ大学教授） 

  日本の外から見た日本―漱石研究者として 

■磯野弥生（東京経済大学教授） 

  環境問題から見る法律 

■芝崎厚士（日曜講座講師） 

  「国際関係」論から国際関係「論」へ 

■山下範久 

（元・日曜講座講師，現・北海道大助教授） 

  21 世紀の世界史展望：世界システム論の課題 

■ヤーン・ミュルダール（作家） 

  「もう一つの世界」としてのスウェーデン 

■森田秀男（朝日 Weekly 編集長） 

  イタリアと日本：似て非なる二つの文化 

■アンドレイ・ベケシュ 

（リュブリアナ大学教授） 

  コソボ問題をどうとらえるか 

■吉岡忍（ノンフィクション作家） 

  近考えること 

■牧田東一（トヨタ財団プログラムオフィサー） 

  国際文化協力の実際 

■牛島昌子（日曜講座講師） 

  戦後日本の近代化―キリスト教の視点から 

■小池嘉夫（元・国連人口基金職員） 

  この微笑みを消さないで 
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Library 

 
 

貸し出した書籍が紛失したことがないのも，日曜講座の誇りです。 

日曜講座のライブラリーには，高校生・受験生にとって読みやすい書籍や話題の新刊本，

参考書・問題集・入試情報誌がそろっています。在籍者は教室や自習室で，あるいは自宅

に持ち帰って読むことができます。 
 
 

蔵書の一部 

 

■岩波ジュニア新書 
■岩波高校生セミナー 
■講談社選書メチエ 

■丸善ライブラリー 
■中公新書 

■新潮文庫 
■ちくま学芸文庫 

■講座世界史（東大出版） 

■思考のフロンティア（岩波書店） 

■NEWTON CLASSICIC（Newton Press） 

■英国文化の世紀（研究社出版） 

■岩波新書 

■講談社現代新書 

■白泉ブックス 

■平凡社ライブラリー 

■有斐閣選書 

■ちくま文庫 

■朝日文庫 

■AERA MOOK（朝日新聞社） 

■世界の歴史（中央公論） 

■小学館地球ライブラリー 

 

 

 

 

それまであまり本を読んでこなかった私は，ライブラリーのたくさんの本を前にして，

何を読んだらいいのかさえわかりませんでした。 初のうちは先生やスタッフに相談し

て本を紹介していただいたりしましたが，日曜講座で講義を受けているうちに知的好奇

心が強くなり，自発的に読書をするようになりました。大学へ入学してから，日曜講座で読んだ書籍がレ

ポートの課題になったり授業で使われたりするので，あらためてライブラリーには感謝しています。みな

さんも時間の許す限り，たくさんの本を読んで自分を豊かにしてください。 

受講生の

感想 
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日曜講座は大学受験を，こう考えています。 

 

大学受験とは，文字どおり大学の入学試験を受けるということですから， 

当然，受験勉強の目的も，「合格」という一点に集約されるわけです。 

しかし，「とにかく受かれば良いのだ」という態度で， 

必要な知識を受験でしか使えないような形で詰め込んでいくのはあまりに虚しいし， 

そんなことに人生の大切な時間を費やしてもらいたくはありません。 

 

 

どうせなら， 

「なぜだろう？」「どうしてこうなるのだろう？」 

という疑問を常に持ち， 

調べ，考え，友達と話し合い，それでもわからなければ先生に質問する， 

わかったことは後で忘れてしまってもよいように， 

自分なりにノートにまとめる， 

自分がわかっていることをわからないで苦しんでいる友達がいたら教えてあげる， 

といったことを大切にして欲しいと思います。 

それによって，ものごとの本質に対する理解は深まり， 

思考力が鍛えられ， 

重要なことが頭の中に入り易くなるでしょうし， 

さらには，学ぶことが楽しくなり， 

結果，効率よく「合格」への道を歩むことができるのですから。 

 

 

educate の語源は「能力を導き出す」です。 

日曜講座では「理解する」ことと「考える」ことを第一に， 

意味のある勉強を可能にする講義，環境，雰囲気作りを心がけ， 

あなたの能力を最大限に引き出します。 

日曜講座で brush up された頭脳は， 

あなたを合格に導くだけでなく， 

大学に入ってからも，あるいは社会に出てからも， 

有効に機能する大きな財産となることでしょう。 
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外国語を学ぶということは， 
思考のふり幅を広げ，感性を豊かにし，知性を磨くことです。 

 母語以外の言葉を学ぶ本当の意義は，その言葉を学ぶことで自分の思考や感性のふり幅

を広げ，自分自身を豊かにすることです。大学受験の英語を勉強する上でも，こうした考

えは大切です。では何をどのように学べばよいのでしょうか。言葉の成り立ちや言葉づか

いのルール，すなわち幅広い意味での「文法」をきちんと理解した上で，それを運用でき

るようにする――それには英文の成り立ちを理解し，文の構造を分析してその意味を正確

に読み取るという訓練をすることが肝要です。どんな長文も一つ一つの文の正確な意味を

読み取ることが出発点であり，書くこと・聴くこと・話すことの土台も，こうした訓練に

よって身につきます。英文を正確に読む訓練を積むということは，頭をきちんと働かせて

論理的に考える力を鍛えることでもあります。さらに，文章の内容を的確に理解するには，

背景となる知識も，想像力も，そしてときには豊かな感受性も必要です。読解力をつける

ということはこうした知力を総合的に養うということです。このような学習を通じて身に

つけた英語は単なるコミュニケーションの道具にとどまらず，本当の意味で役に立つ語学

力になるばかりでなく，自分の思考や感性，そして価値観の枠を柔軟にかつダイナミック

に広げてくれることになるでしょう。日曜講座では，こうした観点に立って英語の習得を

目指しています。 

数学を学ぶことは 

人間の思考の歴史を学ぶことなんです，実は。 
 数学は，中学，高校の教科であると同時に，人間の思考の歴史が生み出した１つの学問

体系です。皆さんが習ってきた数学も，先人達の無数の試行錯誤と優れたひらめきによっ

て，この体系の中にしっかりと位置づけられています。したがって入試の数学を学ぶとき

も，テーマとなる基本概念を正確に理解し，そのテーマが数学の体系の中でどう位置づけ

られているかをつかむことが大切です。それによって，出題者が問題の背後に仕組んだも

のが見えてくるようになり，結果，問題を考えるのも楽しくなるはずです。公式や解法を

「何故そうなるか」を考えもしないで丸暗記しても，本当の意味で数学をわかったことに

はならないし，賢くもなれません。第一そんな勉強はつまらないでしょう。日曜講座の数

学は《理解し》→《考え》→《論理を組み立てる》という一連のプロセスを通して，優れ

た論理的思考力，また思考することを楽しむ能力を伸ばすことを重視しています。 

国語を学ぶものに求められているのは， 
孤独に耐えながら道を切り開いていく，そういう気概なのです。 

 「現代文」は今の日本語で書かれているのだから分かって当たり前，そんな考えがいか

に甘いものかを，皆さんはすでに知っていることでしょう。さまざまな分野で生涯を賭け

た研究に取り組んでいるような人たちが，その成果を背景にして書いた評論文を読み取ろ

うと思うのなら，読者の側もそれ相応の覚悟が必要なのです。小説だって同じです。「現

代文は格闘技だ」という表現も，あながち大げさなものとは言い切れないのです。 
 「古文」を学ぶとき，一番大切なものは何ですか？文法・単語・古文常識などが大切な

のは言うまでもありません。けれどももっと大切なことは，「今とは違う昔のことを学ぶ

のだ」という前提に立つことです。「不易流行」という言葉のように，この世の中は「不

易（変わらないもの）」と「流行（変わりゆくもの）」から成り立っています。千年経っ

ても変わることのない人間の心を探ることこそ古文の醍醐味であると気付いたとき，皆さ

んの古文への取り組みも能動的なものになるでしょう。 
 「小論文」が文を書く技術だと思っている人はいませんか。技術は大切なものですが，

あくまでも方法・手段であって，目的ではないのです。「小論文」の目的とは，自分の考

えをしっかり表現して訴えることです。「自分の考え」を持つためには，まず「よく知

る」ことが必要です。小論文は，あることについて「知り，考える」ことによって「主

張」を持つことから出発するのです。 
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理科は自然科学領域の基礎。 
しっかり学んで大学での勉強に役立てよう。 

 自然科学は，実験や観測によって得られた自然現象に関わるデータを，数学的・論理的

に解析し，そうした現象が「なぜ」「いかにして」起こるかを説明するための法則を見出

していく学問領域です。 

 理科は，大学に入って自然科学やその応用としての工学・医学・薬学などを学ぼうとす

る人にとって，大事な基礎となる科目ですから，それを意識して，大学に入ってからも役

立つような形で，しっかりと学んでおくことが理想です。「ただ問題の解き方を教われば

よい」という姿勢で学ぶのではなく，定義，基本法則とその導出過程，原理となる法則は

何かなど，それぞれの科目の本質を理解することを優先し，それに基づいて必然的に解法

にたどり着くことができるように努力することこそが重要であると考えます。大学受験を

通して理科を学ぶことを，より有意義とするためには，知識の習得だけでなく，数学的・

論理的に考える力を身につけることを目指しましょう。 

地歴を学んで幅広い知識を身につけよう。 
「知らない」ということに「気まずさ」を感じる知性を持とう。 

 歴史や地理などの社会科系の科目は，頭を使う必要のない「暗記科目」として軽視され

がちです。学校教育においても，いわゆる「詰め込み教育」を意味のない，役に立たない

ものとして否定する考え方があります。しかし，本来「詰め込み教育」という表現で否定

されているのは，理解や理屈を伴わない，その「詰め込み方」の方であって，「詰め込む

べき内容」ではありません。 

 インターネットの普及などで，「ある物事について調べる」ことは手間のかからない，

お手軽なことになりました。しかしそれがかえって，「いつでも調べればわかるんだから，

知識として持っている必要はない」といった雰囲気を生み出しているようにも感じられま

す。大学に進学して勉強しようという意志のある高校生の中にさえ，日本とアメリカが戦

争したことを知らない，都道府県の数や地図上での位置がわかならい，という驚くべき生

徒が出現し始めています。「知らない」ことは悪ではないけれども，少なくとも「知らな

い」という状態に「気まずさ」や「居心地の悪さ」を感じて欲しい。周りの友達も知らな

いから，といって安心しないで欲しい。なぜなら，人の知性を活性化させるのは，この

「気まずさ」や「居心地の悪さ」であると考えるからです。 

 知識は，人が思考する際の土台にもなります。例えば受験生が小論文を苦手とするのは，

文章を書く技術が未熟だからではなく，書くべき内容や意見を持っていないことに起因し

ています。知識が不足していると，論理的思考をめぐらすこともできず，結果的に「好

き・嫌い」という“感覚”で物事を判断するという，非常に危険な方法に頼ることになり

かねません。 

 「たかが受験，されど受験。」使い古された表現ですが，人生において自分を磨く契機

のひとつとして，日曜講座で「受験」と向き合ってもらえたらと思います。 
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高卒生対象 難関私大受験特別集中コース 

Intensive Care System (ICS) 

 
ICS は“もう１年がんばる”決意をされたみなさんを丁寧に指導する， 

少人数制クラスです。志望校に合わせ 11 のコースがあります。 
日曜講座で，知的な１年間を過ごしてみませんか？ 

■Intensive なカリキュラム 
 日曜講座独自のシステムで進められる３時間の集中講義は，学習することの楽しさや，新たな発見をも

たらしてくれます。カリキュラムは，合格という目先の目標だけではなく，大学入学後のハードな勉強や

社会に出てからも通用する“真の知力”の育成までを視野に入れて，構築されています。 

■少人数制（最大 15 名）でアットホーム 
 同じ目標を持った人たちが集まるクラスは，アットホーム。物理的にも，精神的にも講師との距離が近

いので，講義中に質問することも可能です。疑問や不安をその場で解消でき，着実に力がついていくのが

実感できます。また少人数制のため，講師にも各々の講義理解度や学習定着度が目に見えて分かるので，

弱点補強について 適な指導が受けられます。 

■併設された自習室 
 9:00 から使用できる自習室には，参考書や自習用の教材がそろっています。前日の復習，当日の予習，

あるいは自分の発展的学習など，一日の生活のリズムに組み込んで，上手に活用してください。各々の学

習進度に合わせ，用いるべき辞書・参考書・問題集についても随時紹介しますから，的外れな教材による

非効率的な学習に陥る心配もありません。また，各大学の入試問題や受験情報の閲覧も可能です。 

■到達度チェックテスト 

 原則として週に一度，到達度チェックテストが実施されます。学習進度の遅れが常にチェックできるの

で，手遅れになるのを防げます。英単語・英熟語・漢字など，日々の学習を要するものに関しても，週に

一度テストを行います。 

■個別カウンセリング 
 到達度チェックテストの結果と，講師からの報告（講義理解度および学習態度）をもとに，週に１回，

個別にカウンセリングが行われます。このカウンセリングで，各々に適した学習法・補助教材の紹介，大

学に関する情報の提供などが受けられます。入試時期には，受験プランの設計も行います。 

■模擬試験受験 
 受験生全体の中で，自分がどれ位の位置にいるかを知るため，年に６回（１学期３回，２学期３回），

大手予備校主催の模擬試験を受験していただきます。受験料は日曜講座が負担します。なお，「ICU＋国

公立大併願コース」「ICU＋難関私大併願コース」「ICU 単願コース」在籍者は，上記模試の他に，日曜

講座主催の ICU 模試（１学期１回，２学期１回）の受験料も免除となります。「ICU Transfer/ Re-entry
コース」在籍者は，ICU 模試のみが対象となります。 

■Library の利用 
 知的情報は Library で補えます。Library には，現代文・小論文に頻出の書籍はもちろんのこと，“教

養ある受験生”になるために読むとよいもの，話題の新刊本，大学のレポートで指定される書籍，見てお

きたい映像（DVD）などがそろっています。在籍生は，教室あるいは自宅に持ち帰って読むことができま

す。 

■優先特典 
 Liberal Arts Seminars（LAS）や，夏期講座・冬期直前講座の受講申込みを，優先的に行えます。 
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ICS は全部で 11 コース。自分に適したコースを選べます。 

1 難関私大文系コースα  ※今年度在籍者全員が早稲田合格！ 

2 難関私大文系コースβ 

3 難関私大文系コースγ 

4 難関私大理系コース 

5 難関私大薬学系コース 

6 ICU＋国公立大併願コース 

7 ICU＋難関私大文系併願コースα 

8 ICU＋難関私大文系併願コースβ 
 ※今年度在籍者全員がＩＣU とＳＦＣに合格！ 

9 ICU＋難関私大理系併願コース 

10 ICU 単願コース 

11 ICU transfer / re-entry コース 
 

 

 

 

※このコースでは受講希望者の「がんばるぞ」という気持ちを尊重し，入会時の学力は問いませ

ん。そのため，入会に際してはテストなどは行わず，面接のみを実施します。 

 

詳細は、別冊子「高卒生対象 受験特別集中コース」を参照してください。（ご希望の方は事務局まで） 

 

せっかく一年勉強するの

だから，賢くなりたい。

受験勉強の他にも，本を

読んだりして，“教養あ

る人”になりたい。 

ＩＣＳは 
こんな人に 
おすすめ！ 

受験だからって，何でも我慢す

るのは嫌だ。大学に入学してか

らもつきあいが続いて，お互い

を高めあっていけるような良き

友人も作りたい。 

 

家ではあまり集中できない

し，ついついテレビを見た

りしてダラダラしちゃうか

ら，なるべく自習室で勉強

したい。 

 

受験の時期は何かと心配ごとが多いも

の。悩みを打ち明けられる友達や，相談

できる先生がいるといいな。 

自分に甘い性格なの

で，一年間，ちゃん

と勉強していけるか

ちょっと不安。 

先生に質問したいけど，順番

待ちをしているのを見ると，

ついつい今度でいいやと思っ

ちゃう。聞きたいと思ったと

きに質問できるといいんだけ

どな。 
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昨年度受講生による 

合格体験記 
 

合格しているのは“特別な人”ではありません。 

悩んだり、迷ったり、笑ったり、落ち込んだりしながら、共に日曜講座で学びました。 

Web サイトにも過去の体験記を掲載していますので、参考にしてください。 

きっと今のあなたと同じような人がいるはずです。 

■ＤＹくん（日本大学第二高校卒） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科／早稲田大・人間科学部・人間情

報科学科／明治大・政治経済学部・経済学科／東京理科大・経営学部・

経営学科／学習院大・経済学部・経済学科／東洋大・経済学部・国際経

済学科（ｾﾝﾀｰ） 合格 
高卒生向けＩＣＳコース在籍 

私が日曜講座で学んだこと。それは一言で言うと「頭の使い方」です。これは文字通りの意味だけではあ

りません。この一言には、私のこれからの学びの基礎となるものが含まれています。 

 私は高３の９月から「ICU 受験対策講座」を受講しに、日曜講座に通っていました。学校の成績がよけ

れば、いい、という考えで勉強をしていた私にとって、日曜講座での授業は衝撃を伴うものでした。いか

に、自分は今まで「勉強」や「学ぶ」ということを本当の意味で理解できていなかったか、思い知らされま

した。衝撃を受けることしかできなかった私は、現役のときは ICU を含め、全落ちでした。そこで、受けた

衝撃を自分の思考力とできるように、この日曜講座で一年間勉強しようと決意しました。もちろん、大学

に合格するという明確な目的はありましたが、それ以上に日曜講座での学びは、自分を一回りも二周り

も成長させてくれるものだと感じたからこその決意でした。思考回路・人生観・生き方・世界の見方・物事

を多角的に見られる目・理性・感性、これらは「人」として生きていくうえでとても重要です。日曜講座での

学びは、これらに大きな影響を与えてくれました。具体的には、先生方の思想、先生方が教材として選ん

でくださる文献、これらが自分の考えに大きな影響を与えてくれました。 この一年間で自分が成長する

大きな一歩を踏み出すきっかけとなったのは、今年の冬期講座の英語の授業です。そのとき読んだ文

献と先生がお話してくださった内容は、間違いなく今の自分の軸脚となっています。 

 受験を終えた今、私が感じている達成感は、合格によるものではありません。ここぞ！という大一番で

実力を発揮することができたことによるものです。これは、小さい頃から自分に足りない能力であり、いま

まで何度も失敗していました。プレッシャ－がかかり、極度の緊張状態の中で、いかにリラックスし、自分

を保つことができるか…それはいわば、セルフ・コントロールです。これから生きるうえであらゆる局面に

おいて、大切になってくるこの状態に試験当日、自分をもっていけたということ、それだけで、私の一年間

の努力は報われたと思いました。このことももちろん、日曜講座で教えていただいたことなしではあり得

ません。 このような機会を与えてくれた両親、とても熱心に指導してくださった先生方に、大変感謝して

います。これからも日曜講座での学びをいかして、次に日曜講座の先生方や仲間に会うまでに、恥じな

い生き方をしていきたいと思います。 

 私のこの体験記が、日曜講座に入塾する後輩たちの励みとなってくれることを願っています。 

■ＹＯくん（神奈川県立弥栄高校卒） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科／早稲田大・国際教養学部・国際

教養学科／慶応義塾大ＳＦＣ・総合政策学部・総合政策学科／立教大・法

学部・政治学科（ｾﾝﾀｰ）／立教大・異文化コミュニケーション学部・異文化
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コミュニケーション学科（一般）（ｾﾝﾀｰ）／中央大・総合政策学部・政策科

学科（ｾﾝﾀｰ） 合格 
高卒生向けＩＣＳコース在籍 

日曜講座には現役時代からお世話になりました。私は高２の冬ごろから ICU に興味を持ちはじめ、それ

から本格的に志望校に定め、ネットで ICU 対策の予備校を探していたところ、日曜講座に出会いました。

初めて教室に足を運んだとき、思っていた以上に教室が小さく、自分が想像していた、大きな教室がたく

さんあるような予備校像とかなりかけ離れていたのを今でもよく覚えています。 

 しかし、実際に授業を受けてみると、ヨーロッパの白地図に国名を記していったり、キリスト教の歴史を

学んだり、更には西洋の有名文学作品を覚えたりと、自分の今までの受験勉強の常識を超えた勉強の

あり方を知り、これが ICU なんだと実感すると同時に、日曜講座へ行くのが楽しみになるようになりまし

た。 

 ところが、現役時代の私は残念ながら ICU を含め全敗。とても悔しかったです。今まで比較的計画通り

にきた私にとって初めての大きな挫折でした。負けず嫌いの私はすぐに ICU へのリベンジを決め、浪人

にあたり他の予備校も探しましたが、結局日曜講座の高卒生向け ICS コースでもう１年お世話になるこ

とにしました。 

  決め手はやはり他塾にはない、アットホームな少人数授業でした。入塾した当時の不安要素が、浪人

するときの一番の決め手になるとは思いませんでした。少人数なので先生方のケアが厚く、分からない

ところがあれば一対一で分かるまで懇切丁寧に教えてもらうことができ、疑問点を残すことなく１日１日を

終えることができました。  ICS のメンバーも人数が限られていたので、すぐに顔見知りになり、いつしか

お互いを高め合うことのできるライバルになっていました。 

  更に他塾にはないのと共に日曜講座を日曜講座たらしめていると言っても過言ではないもうひとつの

大きな特徴として、授業中に先生方が意味深長で示唆に富むお話をたくさんしてくれるという点がありま

す。今現在起きている問題から、思想、哲学、また言語論、人類学など多岐にわたって、様々なお話をし

て頂きました。今思い返してみると、そうしたお話のどれをとっても無駄なものはないし、全てが今の自分

の物事の考え方に大きな影響を与えていると自信をもって言えます。そのお陰で毎日が無味乾燥な受

験勉強の繰り返しだと思っていた浪人生活は刺激的で知的好奇心に溢れたものになりました。 

  こんなに内容の濃い知的体験を日曜講座で１年間続けた結果、ICU はもちろんのこと、現役時代に通

らなかったすべての大学にも合格することができました。こうしてここに体験記を書いている今でも、今回

の自分の結果を信じることができません。ただ確かなことといえば、１年間一生懸命日曜講座の下で勉

強したということです。日曜講座で過ごしたお陰で、知識面においても思想面においても大きく変わりま

した。日曜講座なくして今の私はありません。少し大袈裟に聞こえるかもしれませんが、日曜講座に通っ

た人にしか分からない何かが必ずあります。 

１人でも多くの人に私のような幸せな体験をしてもらいたいと強く願っています。この体験記が皆さんが

日曜講座をもっとよく知るための一助になればと思います。 

■ＡＹさん（Ｒ高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 指定校推薦で合格 
ＩＣＵ受験対策講座（１学期・２学期）／ICU･ＡＯ入試対策講座／第１回ＩＣＵ模試 受講 

高校１年生の時に、ＩＣＵの教育システムと自由な雰囲気に魅了されて「絶対にここに入りたい！」と思う

ようになりました。しかし、そんな私の前に立ちはだかったのは、ＩＣＵの一般入試のユニークだけどとて

も難しそうな問題に対する不安の壁でした。どうしたらいいのかと考えているときに見つけたのが、日曜

講座です。 

私は「ＩＣＵ受験対策講座」の 初の授業を見学して、日曜講座のアットホームな雰囲気と、考えながら学

ぶ授業にひかれて入会しました。「ＩＣＵ受験対策講座」では、国語分野から理科分野まで、忘れかけて

いた知識を一から構築していくことができました。また、専門的で難しい文章を毎週読んでいくことで、自

然と問題に慣れていき、自信にもつながりました。 

「ＩＣＵ受験対策講座」と並行して受講した「ＩＣＵ･ＡＯ入試対策講座」では、まず自らの経験から志望理由

等につなげるために、自分自身の考えを引き出す作業をしました。先生のアドバイスを受けて、私自身
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の体験から一人では引き出せなかった明確な将来の目標が生まれ、他人に自分のことをより深くわかっ

てもらえる文章に作り上げていくことができました。 終的には指定校推薦が取れたのでＡＯ出願はしま

せんでしたが、ＡＯ対策で志望理由書を何度も書き直したことは、推薦入試の面接の時にも役立ちまし

た。 

一般受験で受験することも想定し、８月には「第１回ＩＣＵ模試」を受験しましたが、この模試ではＩＣＵ入試

のマークシートと同じ形式のものを使って受験するので、「慣れる」という点でもぜひ受けるべき模試だと

思います。 

日曜講座の友達は皆、社会問題などについて真剣に考える人ばかりで、一緒に深く考えられる雰囲気

があったことに特に感謝したいです。ライブラリーには、 近の日本の問題について書かれた物から普

遍的な大きな問題に関する本までそろえられており、こういったライブラリーもＩＣＵに行くための知識を支

えているのかと思いました。 

日曜講座で学んだことは、決して大学受験で終わるものではなく、大学に入ってからも大切にすべきこと

や知識を得ることができました。心から感謝したいです。ＩＣＵへの受験を支えてくださった先生方、スタッ

フの皆さん、本当にありがとうございました。 

■ＴＮくん（武蔵高校卒） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 ＡＯ入試で合格 
ICU･ＡＯ入試対策講座／ＩＣＵ受験対策講座（１学期・夏期・２学期）／英語で「知｣を読む講座

(夏期)／一日特訓「諺・四字熟語｣(夏期)／常識講座「時事問題編｣(夏期)／第１回ＩＣＵ模試 

受講 

ＡＯ入試に出願するにあたり、私は日曜講座で「ＩＣＵ･ＡＯ入試対策講座」を受講しました。ＩＣＵのＡＯ入

試ではエッセイを提出しなければならず、その課題は「初対面の人に、自分の特徴を深く、かつ正確に

知ってもらおうとする時、あなたは自分の経験をどのように伝えますか｣という、一見何を書いたらいいの

かわらかないものでした。そこでＩＣＵのＡＯ入試に慣れている先生が指導してくれたことで、自分の経験

をただ述べただけの報告書のようなものだった初稿が、自分を表現し相手に伝えて分かってもらえる書

き方・内容になっていったと思います。ＩＣＵが求めているエッセイに自力で仕上げていくことがどうしても

難しい中で対策講座を受けたことは、エッセイ完成に向けて大きな手助けになったと感じています。 

■ＵＣさん（東京韓国学校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 帰国生４月入試で合格 
ICU･ＡＯ入試対策講座／ＩＣＵ･帰国生入試小論文対策講座（夏期） 受講 

私が ICU に行くと決心したのは高 3 になる前の春休みでした。私の通っていた学校には一人だけ ICU

に合格した先輩がいたのですが(結局違う大学に行った)、その人は「歩く百科辞典」と呼ばれるほど頭が

良かったらしく、うちの学校には ICU は「そういう人が行く場所」という固定観念がありました。そんな話を

聞いて始めは「自分には無理」だと思っていましたが、ICU の魅力を知っていくうちにどうしても諦めきれ

なくなりました。 初はバカにされたりもしましたが、逆にその悔しさがバネになったのだと思います。「何

も知らない他人が評価する”ICU”に惑わされてはいけない！」「私は絶対 ICU に行くんだ！！」という信

念を持って毎日努力を続け、その意欲さえ見せれば ICU は私のことを見捨てたりはしない、試験をやり

きった後に直感的にそう感じました。 

私が今回受かったのは 4 月帰国生入試でしたが、AO 入試の準備も同時にしていました。日曜講座の「Ｉ

ＣＵ･ＡＯ入試対策講座」は、今までの自分を振り返るのに 適の講座です。エッセイと一言で言っても具

体的なテーマは決まっておらず、自分の経験をどのようにまとめていいのかわからずにいましたが、個

別の授業なので先生と面談を重ねていくうちに一つのテーマが浮かび上がり、それに沿って自分だけの

エッセイを書くことができました。過去の自分もそうですが、なぜ大学にいって勉強するのかなど具体的

な目標意識も持てるようになり、とてもためになる講座でした。実際にこの AO 対策は、帰国生入試の面

接にも役立ちました。 

また、「ＩＣＵ帰国生入試小論文対策講座」でも、話題の時事問題からそれに関連した諸問題なども学ぶ

ことができました。特に力になったのは時間内に文章をまとめる練習だと思います。知識のアウトプット
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は一人でやるとどうしてもだらだらになってしまので、塾でやってもらえるとすごく助かります。添削も的確

にしてくださり、想定問題も作っていただけたので、様々な内容に応じて書く力はだいぶつきました。 

今回私が ICU に合格できたのも、日曜講座のおかげです。一人では何をやっていいのかわからずにそ

のまま時間だけが過ぎていったことでしょう。お世話になった先生方には本当に感謝しています。 

■ＨＯさん（都立Ｍ高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科／法政大学／武蔵野大学 合格 
ICU･リベラルアーツ学習適性対策（直前）／ＩＣＵ英語リスニング対策（直前）／ＩＣＵ英語読解

PART2 対策（直前）／第２回ＩＣＵ模試 受講 

私はＩＣＵＨＳ（ＩＣＵ高校）の受験者でした。ＨＳは母のすすめで受験を決めたため、 初はどうしても入っ

てやるなんていう気持ちはありませんでした。ＨＳの問題を見たとき、「何だこれ～何か変なの～」と思っ

たのが第一印象でした。キャンパスと家が近かったので、ＩＣＵ祭に行ったりしましたが、本当に”普通”と

いう２文字が似合わないような学校だなと思った記憶があります。ＩＣＵＨＳの対策を始めて、それまで意

味不明なイメージだったその問題を少しずつ解けるようになっていく中で、私がＩＣＵＨＳに入りたいと自分

自身で思い始めたのは何とＨＳ受験の２週間くらい前だったと思います。結果は補欠からの不合格。自

分の中に、何かひとつしこりができたのと同時に、３年後の目標がはっきりした瞬間でした。「３年後、ＩＣ

Ｕに入ってリベンジを果たす」これが自分との高校３年間を通じての約束だったように思います。高校生

になってからは、苦手だった英語から逃げないように、毎日の単語テストや英語の授業に自分なりにしっ

かり取り組めたと思います。もちろん、ツラくなって逃げ出したくなった時なんか、たくさんあります。だけ

どふんばれた理由は何か。私の場合は２つあるので以下に挙げます。 

１つ目は、「中３のときと同じ失敗はできない」という気持ち。あのとき、もう少し早く自分の気持ちに気付

いていれば、受かっていたかもしれない。 

２つ目は、ＩＣＵＨＳのスクールバスです。私は高校が武蔵野市にあるため、自転車でＩＣＵの側を通ること

が多かったのですが、勉強が上手くいってないときに限って、あの青いＩＣＵＨＳと書かれたバスに遭遇し

てしまう…（笑）。そうすると、中３のときの悔しい気持ちがふき出してきて、泣きそうになりながら、朝、学

校へ向かうんです。補欠まで行ったのに落ちた私は、相当悔しい思いをしたので、今度は絶対入ってや

ると思いました（笑）。つまり、もし、あの時、ＩＣＵＨＳの補欠に引っかからず落ちていたり、チャレンジして

受けてみたりしなければ、今、私がＩＣＵに合格することはなかったんだと思います。いろんな境遇の人が

いて、いろんな思いでみなさんＩＣＵを目指していると思いますが、私が言えるのは 後まで「ここに入っ

て勉強したい」って強く思えた人の勝ちだということです。それを応援してくださった日曜講座さん、短い

間でしたがありがとうございました。みなさん言われますが、私もアットホームな雰囲気が好きでした。入

試前のメールも嬉しかったです。 

■ＭＳさん（三輪田学園高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科／明治大学・農学部・農芸化学科

／東京農業大・応用生物化学部・食物栄養学科・食品栄養学専攻／玉川

大・農学部・生命科学科 合格 
ICU･リベラルアーツ Simulation／ＩＣＵ英語リスニング対策（直前）／第１回・第２回ＩＣＵ模試 

受講 

私がＩＣＵへ行きたいと思ったのは、高校１年のときでした。数学や理科が得意で理系を選択し、農学部

を志望していたのですが、友達に夏休みのＩＣＵのオープンキャンパスに連れて行ってもらって、ＩＣＵの

魅力にやられました（笑）。理系科目でも受験できると知って、絶対に行きたいと思いました。友達の紹介

で日曜講座を知り、ＩＣＵ模試を受けました。人文科学やリスニングはボロボロだったし、リベラルアーツ

適性の社会の分野はほとんど得点できませんでした。焦りを感じ、模試を何度も復習したり、過去問に

少しずつ取り組みました。２回目の模試は前より少し得点のあがった科目もあれば、変化なしの科目も

あって、人文科学の成績は下から数えて十番目。もうムリかもしれないと思ったけれど、ここまで来たか

らには 後までやりきろうと思い、模試の問題やメルマガのリベラルアーツのチェック問題など、日曜講
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座でやった問題は完璧にしました。こんな私でも受かったので、これから受験するみなさんも日曜講座

のことを信じてがんばってください 

■ＨＮさん（鷗友学園高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 合格 
ＩＣＵ受験対策講座（冬期）／ＩＣＵ英語リスニング対策（冬期）／ＩＣＵ英語読解 PART2 対策（冬

期）／第２回ＩＣＵ模試 受講 

私は元々理工学部を志望していたのですが、勉強しているうちに自分には理系があっていないのでは

ないかと度々思うようになり、高３の夏休み明けに文転しました。生涯にわたって自分の武器になるもの

は何だろうと改めて考え直したところ、私が本当に好きで、入学後もやっていきたいことは英語だというこ

とに気付きました。そこで、それが実現できそうだと思える大学を探したとき、ＩＣＵの存在を知り、充実し

た英語教育をはじめとした少人数制のリベラルアーツ教育に魅了され、受験を決意しました。入試まで

半年を切っている状態でのことだったので焦りも感じましたが、ＩＣＵは対策がしにくい形式だから他の受

験生とそこまで差は開いていないはず、と自分に言い聞かせました。それでも一抹の不安は拭えなかっ

たところ、日曜講座に出会い、それまでＩＣＵ対策といえるようなことをロクにしていなかった私はそこで初

めてＩＣＵの試験の実態を知りました。特にＩＣＵ模試は本当にＩＣＵの試験そのもののようで、一般の模試

ではわからない自分の立ち位置も知ることができました。日曜講座の授業では「受験勉強」以上の知的

好奇心も感じられたので、冬期講座しか受講していないことが悔やまれます。結果としてはＩＣＵから合格

をいただけましたが、もっと早く日曜講座の存在に気付けていればよかったと今となっては思います。 

■ＮＫさん（田園調布学園高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 合格 
第２回ＩＣＵ模試 受講 

私は高３の夏になるまでＩＣＵのテストがどのようなものか知りませんでした。学校の先生方からは「ＩＣＵ

のテストは全く傾向が他の大学と違うから、前々から確認して慣れておいたほうがいいぞ」と言われてい

ましたが、私は勝手に「大丈夫だろう」と思い込み、過去問に手をつけなかったのです。なので正直、夏

休みの中間にＩＣＵの過去問を開いた時、ものすごく焦りました。「どうやってこの長文を読み込んで大量

の問題を短時間で解くことができるのか」「あと半年でリベラル・アーツの問題の対策をして解けるように

なるのか」と。私はそこから毎日ＩＣＵの過去問を解き続けました。英語や人文科学、社会科学は数をこ

なすにつれ、大量の問題を短時間でも解けるようになりました。しかし、リスニングは過去問がなく、リベ

ラルアーツも過去問の数がとても少なかったので心配でした。そんな時、私は高校の掲示板で日曜講座

のＩＣＵ模試の存在を知り、受けることにしました。模試当日、私はとても緊張していました。しかし、模試

が終わった後私は全力でやりきったと思えたので、気持ちを切り替えて、また何度もＩＣＵの過去問を繰り

返しました。何度もやるうちに、文章がとても面白く感じられるようになりました。入試本番の二週間前にＩ

ＣＵ模試の結果が返ってきましたが、心配だったリベラルアーツもリスニングもできていたので自信がつ

いて本番を迎えることができました。ＩＣＵ模試だけで私はＩＣＵに合格できたのだと思います。ありがとう

ございました。 

■ＪＡさん（都立桜修館中等教育学校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科／慶應義塾大・ＳＦＣ・総合政策学

部・総合政策学科 合格 
ICU･リベラルアーツ Simulation／ＩＣＵ受験対策講座（冬期）／ＩＣＵ･英語読解 PART2 対策（冬

期）／ICU･リベラルアーツ学習適性対策（直前）／ＩＣＵ･英語リスニング対策（直前）／ＩＣＵ･英

語読解 PART2 対策（直前）／ＩＣＵ･入試直前英語特訓（直前）／ＩＣＵ･人文科学対策（直前）／

ＩＣＵ･社会科学対策（直前）／ＩＣＵ･リベラルアーツ演習（直前）／第２回ＩＣＵ模試 受講 
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高校１年生の時、友達と行った ICU のオープンキャンパスで一目惚れして以来、ずっと ICU が第一志望

でした。他の志望校も考えなさいと親や担任に言われ調べましたが、ICU について知れば知るほど行き

たいという気持ちも強くなり、ICU 対策専門の塾として日曜講座を見つけ、通ってみることにしました。 

 日曜講座は本当に演習量が多くて短期間で身になりやすいと感じました。実は通い始める前に他の

ICU 対策をしている塾にも授業を見学しにいったのですが、日曜講座は圧倒的に多くの知識を得られる

場所だと思います。特に人文科学・社会科学は自分ではどうしても対策しずらいですが、先生の幅広い

知識や考え方に触れることで、どこに注目して文章を読み進めていけば良いかがつかめました。日曜講

座の先輩方のおかげで集まっているたくさんの受験報告に基づいたリベラルアーツ適性検査の演習もと

ても有効です。私は 後の冬期・直前講座しか受けていないのですが、直前期に集中してやることで苦

手な理数系の問題もカバーできました。 

 日曜講座の先生方は皆とても個性的で毎授業とても楽しめました。いい問題と丁寧な解説で ICU 対策

にはもってこいだと思います。短い間でしたが、本当にありがとうございました。 

■ＪＫさん（帝京大学高校） 

東京外国語大・国際社会・アフリカ／ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学

科／上智大・外国語学部・ポルトガル語学科／上智大・総合人間科学部・

社会福祉学科／早稲田大・教育学部・複合文化学科／慶應義塾大・文学

部・人文社会／立教大／異文化コミュニケーション学部 合格 
ＩＣＵ模試（第 2 回） 受講 

まさか私が ICU に合格するとは思いませんでした。私は日曜講座の授業は受講せず、一度模試を受け

ただけでしたが、その模試のおかげで私は ICU に合格できたと言っても過言ではありません。日曜講座

の模試で ICU の入試ならではの特徴を前もって経験することができたので、入試本番ではあまり緊張せ

ずに取り組むことが出来ました。ICU の入試ならではの特徴というのは、例えば試験前に問題用紙に書

かれている注意事項を読み合わせるとか、試験前に落丁がないかどうか問題用紙のページ数を確認す

るとか、解答用紙がとても小さなカードであるとかです。また、模試の復習においても自分の欠点を見抜

くことが出来たので、とても役立ちました。 

 模試を一度受けただけでも良い結果が出たのだから、日曜講座の授業はさらに素晴らしいものなので

はないかと思います。私は結局外大に進学することになりましたが、ICU に合格できたのは日曜講座の

おかげです。本当にありがとうございました。 

■ＨＳさん（成城学園高校） 

中央大・総合政策学部・国際政策文化学科／法政大・国際文化学部・国

際文化学科 合格 
新高３生向けＩＣＵ受験対策講座（３学期）／ＩＣＵ受験対策講座（通年）／ハイレベル受験英語

（通年）／受験小論文（通年）／世界を知るための現代史（夏期）／慶應ＳＦＣ受験対策講座

（夏期）／ICU･リベラルアーツ学習適性対策（直前）／ＩＣＵ･英語リスニング対策（直前）／ＩＣＵ･

英語読解 PART2 対策（直前）／ＩＣＵ･入試直前英語特訓（直前）／ＩＣＵ･人文科学対策（直前）

／ＩＣＵ･社会科学対策（直前）／ＩＣＵ･リベラルアーツ演習（直前）／第１回・第２回ＩＣＵ模試 受

講 

幼稚園から一貫校に通い、受験を経験したことのなかった私は、人生の大半をのほほんと過ごし、常識

も知らず、社会問題について考えることもありませんでした。また、そのことを恥ずかしいと思うこともあり

ませんでした。しかし、日曜講座に通いはじめて、同世代の社会問題に対する意識の高さ、自分の無知

さに気づくことができました。また、今まで勉強をすることに興味が持てず、定期試験期間以外、勉強を

したことがなかった私が、日曜講座での難しくも興味深い教材に触れたことで学ぶことの楽しさ大切さを

知ることができました。小、中学校と勉強をさぼってきて、基礎がごっそり抜けてしまっていた私が、初歩

的な問題を質問しても丁寧に解説してくれた先生方に大いに助けられました。 日曜講座でできた友達と
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一緒に泣いたり笑ったり、頭を使って考えたり…と一年間あっという間で本当に充実したものでした。私

も“日曜講座に通って人生が変わった”と思う生徒の一人です。これからもこの経験を生かして頑張りま

す。今まで本当にありがとうございました！。 

■ＬＮくん（都立国際高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 合格 
ＩＣＵ受験対策講座（夏期）／ＩＣＵ自然科学 Simulation／第１回・第２回ＩＣＵ模試 受講 

私が ICU を知ったのは中学 3 年のときでした。知り合いが ICU に通っていて、その人を通して知ること

が出来たのですが、当時はそれほど興味もなくまだ先のことだという風に考えていました。その後高校に

進学し、3 年になったときに、海外大学院への進学を決めました。そしてそのためには ICU の英語の授

業が 適だと思い、ICU に入ることを決意しました。しかし、ユニークな ICU の入試の準備を全くしていな

かったこともあり、何をどう勉強すればいいのか全く分かりませんでした。そんな時に ICU に通っていた

知り合いが日曜講座を勧めてくれ、高校 3 年の夏に、夏期講座を受講しました。その講座を通して ICU

の対策のいろはを教わり、その後はそれにしたがって勉強することができ、無事に合格することが出来

ました。私は他の大学に行く気はなかったので、センターも受けず ICU の入試 1 本に絞って勉強したの

もよかったと思っています。ICU の入試は本当に独特なので経験者の話を聞いたりすることが大事だと

思います。特にリベラルアーツ適性検査などは「差がつかないだろう」と思うのではなく、40 年のデータを

持つ日曜講座で効率のよい対策をすることが出来れば他の受験生に差をつけることが出来ます。とに

かく ICU に入りたい、という強い気持ちを持ちモチベーションを維持することが出来れば大丈夫です。 

■ＲＭさん（高卒認定） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科／上智大・文学部・英文学科／立

教大・文学部・文学科（ｾﾝﾀｰ）／津田塾大・学芸学部・英文学科（ｾﾝﾀｰ） 

合格 
ＩＣＵ受験対策講座（夏期）／ＩＣＵ入試直前英語特訓（直前）／第１回ＩＣＵ模試 受講 

私は高２の頃からＩＣＵを志望校として意識し始め、高３直前の春休みにオープンキャンパスに参加した

のですが、その時に配付された過去問で初めてＩＣＵの入試問題のユニークさに触れ、とまどったことを

覚えています。 

 １学期は何をやったらよいかわからないまま過ごしてしまい、「このままではいけない」と夏期講座の受

講を決めたのですが、この受講で、合格への大きな一歩が踏み出せたと感じました。頻出のトピック、求

められる能力などの情報やアドバイスが得られただけでなく、入試の先の大学生活でも求められる「教

養」に触れることができたからです。知らないことも数多くありましたが、先生の話に耳を傾け「なるほど」

と思いながら学べることが楽しく、「受講してよかった！」と思いました。 

 ＩＣＵ入試で大切なことを個人的にひとつ挙げるなら、「慣れること」です。試験時間に「慣れ」て自分なり

の時間配分やスピード感を身につける。文章量に「慣れ」て尻込みせずに本文と向き合い、内容を把握

する力をつける。頻出のトピック（宗教・科学・哲学・政治・文学 etc...）に「慣れ」て学ぶことを楽しみなが

ら幅広い教養を蓄える…など。 

 また、私大のセンター利用や国立も視野に入れて５教科７科目の勉強をしていたことも大変役に立ち

ました。入試本番では、今まで学んできたこと（「受験勉強」以外にも、テレビや新聞、本、人との会話）全

てが自分を支えてくれたと感じました。 

 これからＩＣＵを目指す方には是非、日曜講座で合格への第一歩を踏み出してほしいと思います。日曜

講座の皆様、本当にありがとうございました。 

■ＹＴくん（成城高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科／学習院大・経済学部 合格 
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ICU･リベラルアーツ Simulation／ＩＣＵ･英語リスニング対策（直前）／ＩＣＵ･リベラルアーツ対策

（直前）／第２回ＩＣＵ模試 受講 

6 月に部活を引退し、受験生となった僕は志望校としてＩＣＵを設定しました。ＩＣＵ合格に向けた僕の勉強

計画は、とにかく英語でした。考えは単純ですが、ＩＣＵの得体の知れない入試で唯一の得点源は英語

だと確信していたからです。冬休みの頃には英語に自信もつき、８割は安定して取れるようになりました。

しかし、この程度の英語では合格できない、他の科目も頑張らなくてはならないのがＩＣＵなんだ、と悟っ

た僕は日曜講座のリベラルアーツの直前講座を受けることにしました。実際に本番試験で、ほとんどが

やったこと、もしくは少し応用したものであったので、リベラルアーツは余裕を持ってできました。徹底され

たＩＣＵの入試分析に裏づけされた講座だったと実感し、信じてよかったと思いました。僕は直前講座だ

けしか受講しませんでしたが、スタッフや先生方が惜しみなく情報を与えてくれたのでありがたかったで

す。 

人文科学、社会科学の対策は自分で過去問でしました。特に人文科学は一貫して聖書や宗教、哲学の

理解を様々な角度からやっていることを過去問演習を通して感じました。過去問の中には、そういった分

野の入門や概論を取り扱っていて理解に役立つものがあるので、親しみがない人でもとにかく解きまくる

べきだと思います。 

こうした勉強を通じて、僕はＩＣＵ合格を手にすることができました。僕の受験は私立文系の数学選択で、

日本史、世界史はまったくできませんでしたが、過去問の文章理解に努力することで点数につながりま

した。何事にも興味を持ち、理解し、味わうことができるかがＩＣＵの求める力だと思います。 

■ＭＳさん（都立新宿高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科／上智大・外国語学部・ポルトガル

語学科／上智大・文学部・英文学科／津田塾大・学芸学部・国際関係学

科（ｾﾝﾀｰ）／東京女子大・人文学部・英文学科（ｾﾝﾀｰ） 合格 
新高３生向けＩＣＵ受験対策講座（３学期）／ＩＣＵ受験対策講座（通年）／ハイレベル受験英語

（通年）／英語で「知」を読む講座（夏期）／世界を知るための現代史（夏期）／慶應ＳＦＣ受験

対策講座（夏期）／受験英語の総仕上げ（直前）／ICU･リベラルアーツ学習適性対策（直前）

／ＩＣＵ･英語リスニング対策（直前）／ＩＣＵ･入試直前英語特訓（直前）／ＩＣＵ･人文科学対策

（直前）／ＩＣＵ･社会科学対策（直前）／ＩＣＵ･リベラルアーツ演習（直前）／第１回・第２回ＩＣＵ

模試 受講 

私は高校で演劇部に所属していました。受験生にとっては残念なことに、わが校の演劇部は割と盛んに

活動している方なので、他の部が４月、５月、夏休みと引退していく一方、私は 9 月 25 日まで部活をし

てしまいました。私本人は４月の三年役員引退の新入生歓迎公演できれいさっぱり縁を切るつもりだっ

たのに、こうなってしまいました。「受験の天王山」と呼ばれている夏休みには…台本を書いてしまいまし

た!!こりゃ、現役でＩＣＵ受からないわ…と先行きが危ぶまれました。しかし、私の疑念はよい意味で裏切

られました！私はリスニングが苦手でした。これはＩＣＵ受験生として 大の致命傷なのですが、先生に

相談してリスニングの勉強法を教えてもらいました。また日曜講座の英語が得意な友人と、日曜講座が

用意してくれたＩＣＵのリスニングの過去問のＣＤ７年分を使って、和気藹々とリスニングの勉強会をしま

した。さらに、直前のリスニング対策講座もそろい、ＩＣＵリスニングの悟りの極地を越えました。４月には

単語を聞き取るのにいっぱいいっぱいだったのに、入試のときには「あっ、この文章おもしろい」と評価で

きるところまで登りつめました。人文科学と社会科学に関しては、「ここで必ず高得点をとってやる！」と

いう心意気で臨みました。というのも、私は帰国子女でもなければ英語文化が好きで受験英語楽勝にな

るレベルになっちゃったという人でもないからです。むしろ、日本語の言葉遊びやふんわりとした感じをこ

よなく愛する人でした。井上ひさし、宮沢賢治、安部公房ファンとしてのプライドを、人文・社会科学の２教

科に懸けていました。人文・社会の対策としては、まず授業でやったテキストを読み返し、それからよく理

解できなかった段落の要約をしました。要約する際に、それ専用のノートを作っていました。わからなか

った単語もその場で確認しました。また、これは２年生のときにやっていたことですが、新聞の社説を要

約していました。これは大変役立ちました。これを始めてから、知識も読解力もついたので、文章を読み



 34

やすくなりました。３年になってからは要約する時間がなくなってしまったのですが、 低限毎日ニュース

を見るか新聞を読むかはしました。 初は受験に受かるため…と思ってやっていましたが、だんだん受

験という色眼鏡なしでやっても学問は面白いと気付き、受験が終わった今でも自分の知識を深めること

を楽しんでいます。どれもこれも日曜講座のおかげです。ありがとうございました。 

■ＳＨさん（神奈川大学附属高校） 

慶応義塾大ＳＦＣ・環境情報学部・環境情報学科／中央大・総合政策学

部・国際文化学科／成蹊大・文学部・国際文化学科／法政大・人間環境

学部・人間環境学科 合格 
通信制・ＩＣＵ受験対策講座（１学期・２学期）／ＩＣＵ受験対策講座（夏期・冬期）／英語で「知」

を読む講座（夏期）／ICU･リベラルアーツ学習適性対策（直前）／ＩＣＵ･人文科学対策（直前）

／ＩＣＵ･社会科学対策（直前）／第１回・第２回ＩＣＵ模試 受講 

現役時代、合格を手にしたものの、どうしても行きたくなく、浪人を決意しました。昨年ＩＣＵを受ける中で

やはり「私はここに行きたい」と思い、再度受験を決めました。もう一年頑張ると決めたときは、周りからと

てもびっくりされましたが、この一年は私にとって意味ある一年でした。 

 以前までは興味がないことはつまらない、面白くない内容はわかろうとしない、だから眠くなるなどと悪

循環にはまっていました。しかし、日曜講座の授業は興味の持てるものばかりでした。ある一つの知識

であっても日常生活や歴史などにつなげていただき、とても身近に感じられました。そのため世界が広く

なった気がするし、わからないことも積極的に自分で調べるようになりました。高３のときに、日曜講座に

出会っていたかったです。 

 ＩＣＵは残念ながら不合格でしたが、この一年は決してムダではなかった。それは確実にいえます。４年

間、嫌な気持ちを我慢しないで、一年間頑張ってよかった！と本当に思っています。ここで学んだことは

これからも大切にしていきたいと思います。ありがとうございました。 

■ＳＹくん（佼成学園高校卒） 

成城大・社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学部・社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学科／成城大・経済学部／

東洋大・法学部（ｾﾝﾀｰ） 合格 
高卒生向けＩＣＳコース 在籍 

まず 初に私が言っておきたいことは「日曜講座」は日曜日はほとんど開いていないということです。自

分は資料も読まずに日曜しかやっていないのかな、と思い、開いていない日にきてしまったのが 初の

出会いです。 

高校では理系でしたが、先生やスタッフが相談にのってくれたこともあり、文転しました。浪人一年目は

自分のなんとなく勉強する癖が抜けきれず、一校だけ受かったものの、このまま大学に行ってもなんとな

く勉強するだけだろうな、と思い、二浪することに決めました。浪人二年目も、一年目と同じ、日曜講座の

ＩＣＳコースにしました。去年と同じ授業を受けているのにもかかわらず、二年目の今年は、まるで吸収力

が違いました。それと同時に去年の自分に腹が立ちました。こんなに面白い授業をなぜ聞き逃していた

のかと。小野木先生の英語の授業は、英語を勉強するのはもちろんのこと、それを通して様々なジャン

ルの文章を読み、口をついて「へぇ～」と言ってしまいたくなるほどの、教養ある話や時事について話して

くださいました。ニュースになったらまずＴＶのチャンネルを変えていた自分が、時事に興味を持つように

なったのは、小野木先生の講義があったからです。また五野井先生の授業にも大変感銘を受けました。

授業で扱う社会科学の内容に応じた講義は、自分たちにも容易に理解できるように様々な観点から具

体例を用いて教えてくださいました。他にもお世話になった先生を挙げればキリがないのですが、どの先

生にしても受験勉強以上のことを教えてくださいました。今までマンガも本も全く読まないほど活字を読

むことが嫌いだった自分が、受験が終わってから自らすすんで本を読むようになったのも、日曜講座の

おかげです。二浪してよかったです。 勉強することは、 終的には自分次第です。しかし、「孟母三遷

の教え」という言葉があります。日曜講座は学ぶのに 適な環境です。"more than just a prep school"
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という日曜講座の標語の意味を改めて感じることができました。この経験を糧に大学でも学んでいきた

いです。ほんとうにありがとうございました。 

■ＫＴさん（県立神奈川総合高校） 

明治学院大・心理学部・教育発達学科科 合格 
ＩＣＵ受験対策講座（通年）／ハイレベル英語（通年）／ＩＣＵ・ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ対策 speed up 講座（通

年）／受験世界史（冬期）／ＩＣＵ英語リスニング対策（冬期）／ＩＣＵ英語読解 PART2 対策（冬

期）／受験英語の総仕上げ（直前）／受験世界史総仕上げ（直前）／ICU･リベラルアーツ学習

適性対策（直前）／ＩＣＵ･人文科学対策（直前）／ＩＣＵ･社会科学対策（直前）／ＩＣＵ・入試直前

英語特訓（直前）／ＩＣＵ・英語リスニング対策（直前）／ＩＣＵ・英語読解 PART1 対策（直前）／Ｉ

ＣＵ・英語読解 PART2 対策（直前）／第１回・第２回ＩＣＵ模試 受講 

第一志望だったＩＣＵに落ち、その他に出願した大学も全て不合格となった時、さてどうしたものかと頭を

抱えたことが昨日のように思い出せます。 

 興味深い授業や膨大な量のデータに基づいた問題を数多く解いていく中で、私の中にはある種の自

信がありました。やれる限りの対策はやった、これで落ちたら実力が足りなかったのだ、と。そんな、不思

議な自信というか達成感があったので、全て不合格が決まった時も、勿論、落ち込み動揺したのですが、

一方で妙に納得している自分もいました。だからこそ、さてどうしたもんか、と首を捻る羽目になってしま

ったわけです。こうして非常に対応に困るであろう状態で日曜講座に駆け込んだ私でしたが、先生方に

相談にのってもらううちに、もう一踏んばりしてみよう、と３月入試に向けて腹を据えることができました。

まとまりのない考えを話し、大学の話を伺うことで、自分で意識できていなかった部分に気付くことができ

たのです。 

 今回の例のみならず、自分ひとりではすぐに逃げたり諦めたりしていたであろうことを、日曜講座という

場所にいたおかげで乗り越えることができました。私は塾経験が少ないので他と比べることはできませ

んが、大学への受験勉強期を日曜講座で送れたことは、非常に得難い経験になったと思っています。受

験勉強に留まらぬ授業をしてくださった先生方、相談にのり、暖かく励ましてくださったスタッフの方々。

皆さんのおかげで、充実した受験生活、納得のいく進路を得ることができました。本当に、ありがとうござ

いました。 

 受験中常々思っていたことは、体調管理の大切さと、覚悟を決めて努力した者が納得のいく結果を得

られる、という二つでした。受験生の皆さんが、実り多き受験生活を送れることを祈っております。 

■ＲＹくん（札幌旭丘高校卒） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 合格 
ＩＣＵ・英語読解 PART1 対策（直前）／ＩＣＵ・英語読解 PART2 対策（直前）／ＩＣＵ・英語リスニ

ング対策（直前）／ＩＣＵ･人文科学対策（直前）／ＩＣＵ･社会科学対策（直前）／ICU･リベラルア

ーツ学習適性対策（直前）／第２回ＩＣＵ模試 受講 

ＩＣＵ受験を考えているみなさん、こんにちは。あんまり長々と書くつもりはないので 後まで読んでネ。 

まずは僕のスペックからいこうと思います。北海道の札幌にある進学校出身の僕ですが、高校３年間は

小学校３年から続けていた野球に没頭。夏の大会で、その年甲子園に行ったチームに敗退。そのまま９

月からアメリカへ留学に。１年間の留学後帰国し、浪人生（？）として受験することに。高３でアメリカに行

ったので周囲から驚かれました。そんなこんなで留学中、日本人の友人にＩＣＵについて教えてもらい、

出願するに至りました。 

７月に帰国してから、とにかく遊んでいました。真剣に勉強を始めたのは１１月末から。赤本を解いてみ

ると英語はできるけれど他は壊滅。焦りました。焦った僕はググッた。一晩中、ググッた。そこで日曜講

座を見つけ、模試を受けてみることにした。札幌在住だったので、東京まで来るのが大変だったが、入試

までに４回は往復したと思う。そして迷わず直前講座を申込み、１月を迎えた。一応ＩＣＵに関する全科目

を受講してみたが、なんといってもリベラルアーツ対策。この直前講座で得点力がはるかにアップした。

これが合格のキーとなった。入試前日も、日曜講座の先生が遅くまで電話でわからないところを教えてく
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れた。本当に感謝している。ちなみに、ホテルまでの道のりがわからなかった僕を、途中まで送ってくれ

た先生もいる。とても頼れる塾だけど、塾らしくない一面もあった。 

ここまでダラダラ書いてきたが、何が言いたいのかというと、合格したいなら日曜講座に一度でいいから

行ってみてください。生徒たちの気迫、先生たちの 高のサポート、まさかの本の多さ。あなたはきっと

刺激されるはずです。ぶっちゃけ僕は英語はできました。留学してましたから。当日も満点近くとったと思

います。しかし、ＩＣＵ受験において、帰国子女レベルの英語は求められていません。大体皆８割は固い

でしょう。そこでどこで差をつけるか。そうです、リベラルアーツです。皆が５割とってるところで８割とって

みてください。合格です。そのためにどうするか。はい。日曜講座です。日曜講座でしかできない対策で

す。本当に合格したいのなら、ぜひ受けてみてください。僕みたいに全く勉強しなかった奴が受かってい

るのですから、あなたにも可能なはずです。 

■ＲＫくん（都立新宿高校） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 合格 

ＩＣＵ受験対策講座（通年）／ハイレベル英語（通年）／ＩＣＵ必勝英語リスニング対策（冬期）／

リベラルアーツ Simulation／受験英語の総仕上げ（直前）／ＩＣＵ・英語読解 PART1 対策（直

前）／ＩＣＵ・英語読解 PART2 対策（直前）／ＩＣＵ・英語リスニング対策（直前）／ＩＣＵ直前英語

特訓（直前）／ＩＣＵ･人文科学対策（直前）／ＩＣＵ･社会科学対策（直前）／ICU･リベラルアーツ

学習適性対策（直前）／第１回・第２回ＩＣＵ模試 受講 

志望校をＩＣＵにしようと思ったのは、高１のときでした。それから２年生になって進路をはっきりさせて、３

年生になる前の春休みから日曜講座に通い始めました。 

初のうちは長めの授業や難しい問題内容に戸惑って、この先大変だなと思いました。ですが授業はお

もしろくて興味をそそられるものが多く、また今までよりもニュースや新聞などに目を向けるようになるう

ちに、どうしてもＩＣＵで勉強したいと思うようになり、モチベーションがあがっていきました。日曜講座では

普通の授業だけでなく無料の公開講座もあり、それにも参加しました。その時に講師としていらっしゃっ

た映画監督の方のお話は、今でも強く印象に残っています。 

入試本番が近くなるにつれて焦りが増していきましたが、先生のアドバイスなどによって落ち着いて勉強

することができました。特に「合格を目指すのではなく、入学後を見据えて勉強する」という言葉は、自分

の中で勉強に対する姿勢が変わった一言でした。おかげで合格することができました。お世話になった

先生方には大変感謝しています。 

■ＴＮくん（都立日比谷高校卒） 

ＩＣＵ・教養学部・アーツサイエンス学科 合格 
通信制ＩＣＵ受験対策講座（１学期・２学期）／ＩＣＵ・英語リスニング対策（直前）／ＩＣＵ･人文科

学対策（直前）／ＩＣＵ･社会科学対策（直前）／ICU･リベラルアーツ学習適性対策（直前）／第１

回・第２回ＩＣＵ模試 受講 

浪人生活を送る中で、自分のやりたいこと、それを学ぶための理想的な生活の仕方、これらを可能にす

るだろうと探し当てたのがＩＣＵでした。私はすでに他の予備校に通っており、一般的な受験を第一に考

え、どのようにＩＣＵの特殊な入試の対策をするかが課題でした。日曜講座の模試や通信教材はこの課

題を克服する上で、とても役に立ち、感謝の気持ちでいっぱいです。ＩＣＵに出会えたという点だけでも浪

人した意味があったと思えるくらい、自分の進路について少しでも考えた一年であり、劇的な出会いであ

ったように思います。入試のシーズンは本当に辛く厳しいときで、入試当日に、自分の 高の状態を持っ

ていく難しさを味わいました。その中で、改めて、その大学に行きたいという強い意思が確かに必要なの

だと実感しました。昨年の８月以降の約半年の間、お世話になり、ありがとうございました。 
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■ＲＳさん（西武学園文理高校卒） 

NIC International college in Japan 合格 

高卒生向けＩＣＳコース 在籍 

 私は夏期講座から日曜講座に通い始め、２学期からは高卒生向け ICS コースに在籍しました。留学か

ら帰ってきたばかりで、あまり勉強に本腰を入れられずにいた私でしたが、周りの仲間が真剣に頑張っ

ているとことを見て、自分も頑張ろうという気持ちになれました。日曜講座で私が一番よいと思ったのは、

いわゆる「テクニック」を教えないところです。たいてい受験対策塾では「ここがでるから、ここだけ覚えて

おけ」だとか、「ここではこんなテクニックを使うと正解に至る」といったことをよく耳にするかもしれません

が、日曜講座ではどんなに授業が長引いたとしても、その問題の背景に隠されていること、あるいは問

題から読みとれる発展的事項を教えてくださいます。 

私は今、アメリカの大学の日本校に通っているのですが（２月初旬から授業が始まっているため）、授業

の様々な場面でのディスカッションやオピニオン、あるいはエッセイでも、「日曜講座で学んだことが、す

ごい為になってる！」と実感することがあります。また、少人数制で先生との距離が近いこと、授業中に

質問などが気軽にできることも大きな利点だと私は思っています。 

日曜講座での半年間は、おそらくどの塾で過ごす半年よりも濃くなったと思うし、よい仲間にも恵まれ、

今は、日曜講座にして本当によかったなと思います。ＩＣＵ対策の社会科学や人文科学の授業では、受

験勉強を超えたアカデミックな分野まで勉強することができます。受験勉強がつまらないと感じる人、人

より一歩先に行った勉強がしたい人、知的好奇心が旺盛な人は、ぜひ日曜講座を訪れてみてください。

at home な雰囲気で、興味深い先生方やスタッフの皆さんが迎えてくれますよ。 

 

 
 

昨年度在籍者（6８名）の合格実績 

一橋（1）・東京外語（4）・首都大（2）・秋田国際教養大（３） 

早稲田（14）・慶應義塾（17）・ＩＣＵ（37）・上智（10） 

東京理科（１）・明治（8）・立教（21）・青山学院（19） 

中央（13）・学習院（５）・法政（9） 

津田塾（13）・東京女子（7）・日本女子（4） 

  他多数合格 
※Web サイト（http://www.nichiyo-kouza.com）にて， 

過去の合格体験記を公開しています。
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受講料分割支払い制度 
１学期・２学期の受講料の分割支払いをご希望の方は，以下のようにお願いいたします。 

事務手続き料として，受講料のほかに，各お支払いにつき，別途￥1,000 いただきます。 

詳細は事務局までお問い合わせください。 

 

【１学期分】 【２学期分】 

第１回支払い 2014 年 4 月 15 日 第１回支払い 2014 年 9 月 15 日 

第２回支払い 2014 年 5 月 15 日 第２回支払い 2014 年 10 月 15 日 

第３回支払い 2014 年 6 月 15 日 第３回支払い 2014 年 11 月 15 日 

第４回支払い 2014 年 7 月 15 日 第３回支払い 2014 年 12 月 15 日 

 
 

学期中途入会・受講料割引表 

・講座が定員に達していない場合に限り，学期途中からの受講を受付けます。何講目から受講

するかによって受講料が異なりますので下記の表をご参照ください。 

・事前に授業見学の申込をした上で，授業に参加した場合の講義には受講料は発生しません。

（第２講を見学し，第３講から受講の場合は，第３講からの受講料をお支払いいただきま

す。） 

・入会時期にかかわらず，テキストは第１講～ 終講まですべてお渡しします。また，すでに

授業が終わってしまった部分の内容についても，先生に質問することができます。 

※授業を見学してから受講手続きを済ませるまでの間に，講座が定員に達してしまうことも

ありますのでご注意ください。 

※「コース受講」の場合は，中途入会割引はありません。 

 

１学期分の受講料 ￥110,000 の講座 ￥80,000 の講座 ￥40,000 の講座 

第３講から受講 ￥110,000 ￥80,000 ￥40,000 

第４講から受講 ￥103,000 ￥76,000 ￥38,000 

第５講から受講 ￥95,000 ￥72,000 ￥36,000 

第６講から受講 ￥88,000 ￥67,000 ￥34,000 

第７講から受講 ￥81,000 ￥62,000 ￥31,000 

第８講から受講 ￥73,000 ￥57,000 ￥28,000 

第９講から受講 ￥66,000 ￥52,000 ￥25,000 

第 10 講から受講 ￥58,000 ￥46,000 ￥22,000 

第 11 講から受講 ￥51,000 ￥40,000 ￥19,000 

第 12 講から受講 ￥42,000 ￥32,000 ￥16,000 
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2014 年度(第 49 期) 日曜講座 １・２学期  

単科講座・受講登録用紙 
 

ふりがな 

氏名 
 生年月日 

１９  年  月  日生 

 （   歳）

住所 〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

携帯  

携帯 mail  

※受講料のお振込確認ができましたら，日曜講座より E-mail にてご連絡致します。確認メールをお送りするアドレスをご記入下さい。↓ 

確認 mail 先  

高校名      立           高校 
２０   年卒業 

年     組    番 

短大・ 

大学名 
大学     学部    学科   年

↓受講する講座に○印を記入してください。 

１学期 ２学期 ｺｰﾄﾞ 講座名 曜日 時間 受講料(税込) 

  0001 49 期入会金 － － ￥20,000 

  1111 ハイレベル受験英語 金 17:45～21:00 ￥80,000 

  2111 読解力・表現力養成講座 火 17:45～19:15 ￥40,000 

  2311 受験古文 水 11:00～15:00 ￥80,000 

  2511 受験漢文 木 11:00～12:30 ￥40,000 

  2611 受験小論文 水 17:45～19:15 ￥40,000 

  2711 慶應ＳＦＣ対策小論文 水 19:30～21:00 ￥40,000 

  3111 難関大理系数学 水 17:45～21:00 ￥80,000 

  3211 受験数学 IAIIB  木 17:45～21:00 ￥80,000 

  3511 受験数学 IAIIB ・演習 月 13:30～17:00 ￥40,000 

  3311 センター数学 IA 火 17:45～19:15 ￥40,000 

  3411 センター数学 IIB 火 19:30～21:00 ￥40,000 

  4111 受験物理 水・木 11:00～12:30 ￥80,000 

  4211 受験化学 火・金 11:00～12:30 ￥80,000 

  5211 受験世界史・講義 月 17:45～21:00 ￥80,000 

  5411 受験世界史・演習 月 13:30～17:00 ￥40,000 

  6121 ICU 受験対策講座 土 15:00～21:00 ￥110,000 

  6411 通信制 ICU 対策（社会科学） － － ￥85,000 

  6421 通信制 ICU 対策（自然科学） － － ￥70,000 

 6411 通信制 ICU 対策（社会科学）通年 － － ￥160,000

 6421 通信制 ICU 対策（自然科学）通年 － － ￥130,000

 5611 通信制東京外語大世界史論述 － － ￥30,000

 6511 ICU ＡＯ入試対策 － － ￥50,000

 6511 ICU ＡＯ入試対策（ＩＣＵ対策も受講） － － ￥30,000

受講料合計（受講料には教材費も含まれています） ￥ 
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2014 年度(第 49 期) 日曜講座 １・２学期 

コース受講登録用紙 
 

ふりがな 

氏名 
 生年月日 

１９  年  月  日生 

 （   歳）

住所 〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

携帯  

携帯 mail  

※受講料のお振込確認ができましたら，日曜講座より E-mail にてご連絡致します。確認メールをお送りするアドレスをご記入下さい。↓ 

確認 mail 先  

高校名      立           高校 
２０   年卒業 

年     組    番 

短大・ 

大学名 
大学     学部    学科   年

受講学期 □１学期 □２学期 
 

↓受講するコースに○印を記入してください。 

 コース名 
種

類 

受講料 

(税込) 
コース名 

種

類 

受講料 

(税込) 

 ＩＣＵ＋難関私大（小論文なし） Ａ ￥215,000 ＳＦＣ＋難関私大（数学受験） Ｃ ￥150,000

 ＩＣＵ＋難関私大（小論文なし） Ｂ ￥195,000 ＳＦＣ＋難関私大（数学受験） Ｄ ￥130,000

 ＩＣＵ＋難関私大（小論文なし） Ｃ ￥175,000 難関私大文系（小論文あり） Ａ ￥200,000

 ＩＣＵ＋難関私大（小論文なし） Ｄ ￥155,000 難関私大文系（小論文あり） Ｂ ￥170,000

 ＩＣＵ＋難関私大（小論文あり） Ａ ￥235,000 難関私大文系（小論文あり） Ｃ ￥140,000

 ＩＣＵ＋難関私大（小論文あり） Ｂ ￥215,000 難関私大文系（小論文あり） Ｄ ￥110,000

 ＩＣＵ＋難関私大（小論文あり） Ｃ ￥195,000 難関私大文系 Ａ ￥170,000

 ＩＣＵ＋難関私大（小論文あり） Ｄ ￥175,000 難関私大文系 Ｂ ￥140,000

 ＩＣＵ＋ＳＦＣ受験 Ａ ￥250,000 難関私大文系 Ｃ ￥110,000

 ＩＣＵ＋ＳＦＣ受験 Ｂ ￥230,000 難関私大文系 Ｄ ￥110,000

 ＩＣＵ＋ＳＦＣ受験 Ｃ ￥210,000 難関私大文系（ｾﾝﾀｰ数あり） Ａ ￥200,000

 ＩＣＵ＋ＳＦＣ受験 Ｄ ￥190,000 難関私大文系（ｾﾝﾀｰ数あり） Ｂ ￥170,000

 ＳＦＣ＋難関私大 Ａ ￥150,000 難関私大文系（ｾﾝﾀｰ数あり） Ｃ ￥170,000

 ＳＦＣ＋難関私大 Ｂ ￥130,000 難関私大文系（ｾﾝﾀｰ数あり） Ｄ ￥140,000

 ＳＦＣ＋難関私大 Ｃ ￥110,000 難関私大理系 Ａ ￥200,000

 ＳＦＣ＋難関私大（数学受験） Ａ ￥200,000 難関私大理系 Ｂ ￥140,000

 ＳＦＣ＋難関私大（数学受験） Ｂ ￥180,000 難関私大理系 Ｃ ￥140,000

入会金 ￥20,000 

受講料合計（受講料には教材費も含まれています） ￥ 

お振込み合計 ￥ 
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講座の受講手続き 
 

 

１．登録用紙の提出 

受講のお申込は，次のいずれかの方法でお願いします。 

①日曜講座の教室でのお申込み→→→ＪＲ新宿駅南口より徒歩２分 

講座登録用紙を提出し，受講料をお支払いください。 

②電話でのお申込み→→→０１２０－７７７－１６９／０３－３３７０－８３５９ 

受講を希望する講座名と，あなたの氏名・住所・電話番号・学年・学校名を伝えてください。

受講料はお振込でお願いします。 

②E-mail でのお申込み→→→g o u k a k u @ n i c h i y o - k o u z a . c o m 

講座登録用紙の記入事項と同じ内容を e－mail にてご連絡ください。受講料はお振込でお願い

します。 

③FAX でのお申込み→→→０３－３３７２－７４５２ 

講座登録用紙に必要事項をご記入の上，FAX してください。受講料はお振込でお願いします。 

２．受講料の納入 

①初めて日曜講座の講座を受講する場合→→→入会金￥20,000＋受講料 

②これまでに講座を受講済みの場合→→→受講料のみ 
 

受講料・入会金は郵便振替・銀行振込で納入または，日曜講座教室にてお支払い願います。郵便

振替は全国どこの郵便局からでも払込ができます。振替用紙（払込取扱票）は，郵便局に備えつ

けのものをご利用ください。日曜講座事務局では領収証は発行いたしません。払込取扱票右側の

〔払込票兼受領証〕をもって領収証とさせていただきます。また，払込手数料は振込人の負担と

なっております。あわせてご了承下さい。 

郵便振替の場合 銀行振込の場合 

口座番号：００１２０－２-１６２９７ 

加入者名：日曜講座事務局 

 

※振込用紙の備考欄に受講生の氏名をご記

入下さい。 

ゆうちょ銀行 

支店名：ゼロイチキュウ 

店番号：０１９ 

口座番号：当座００１６２９７ 

講座名義：日曜講座事務局 
 

３．テキスト交付 

「ＩＣＵ受験対策講座」以外の講座は，日曜講座教室にてテキスト交付を行います。受講料を振

り込んだ際の〔払込票兼受領証〕を持参してください。テキストを受取ったら，受講手続きは完

了です。 

１学期テキスト交付日：４月１０日（木）～４月１２日（土）午後１時～午後９時 

２学期テキスト交付日：９月１日（月）～９月３日（水）午後１時～午後９時 

４．登録講座の変更・取消について 

受講料納入後の返金には応じられませんの

で，予めご了承ください。ただし，志望校

の変更など，止むを得ない事情がある場合

に限り，他講座への登録変更（講座振替）

に応じます。ご希望の方は事務局までご相

談ください。なお，受講講座の選択につい

ては，日曜講座スタッフがいつでも相談に

応じています。不安のある方はお気軽にご

相談ください。 

 
 

※教室内では，休み時間に限り飲食が可能です。 
ＪＲ新宿駅サザンテラス口，または南口より徒歩３分。 

道に迷った場合はお電話いただければご案内します。 

（TEL:03-3370-8359） 
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昨年度在籍者（6８名）の合格実績 

一橋（1）・東京外語（4）・首都大（2）・秋田国際教養大（３） 

早稲田（14）・慶應義塾（17）・ＩＣＵ（37）・上智（10） 

東京理科（１）・明治（8）・立教（21）・青山学院（19） 

中央（13）・学習院（５）・法政（9） 

津田塾（13）・東京女子（7）・日本女子（4） 

他，多数合格 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大学受験 日曜講座 
〒151-0053 渋谷区代々木 2-6-8 中島第１ﾋﾞﾙ 3F 

（ＪＲ新宿駅南口より徒歩２分）

■TEL 0120-777-169  ■FAX 03-3372-7452 
■URL http://www.nichiyo-kouza.com 
         ※日曜講座の卒業生によるブログ「キャンパスライフダイアリー」公開中。

■E-MAIL goukaku@nichiyo-kouza.com 


