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春期講座 
いずれの講座も予習不要です。（事前のテキスト交付はありません） 

 

 

 

 

 

高２の夏頃から ICU に行きたいなぁと思っていたのですが，入試問題が本当に特殊だったので困っ

ていて，日曜講座で対策できてとてもよかったです。日曜講座で勉強してきたことは私にとってとても有

意義なものになりました。何より勉強への“姿勢”を教えていただいたように思います。（都立三田高

３・女子） 

扱う長文は文・理を問わず、アカデミックな内容で、私が ICU に入ってからやりたかった「英語を学ぶ

のではなく、英語で学ぶ」をいうことを、受験勉強のなかで体験できた素晴らしい講座でした。（日大三島

高３・男子） 

資料文の長さにびっくりしたが，初めて勉強したこともあり，講義すべてが非常に役に立った。論文を

書く力以外にも，資料を読むことにより読解力がついたと思う（高３・女子） 

 

 

ＩＣＵ受験対策講座〔新高３・高卒生対象〕 
これまでに本講座を受講して，念願のＩＣＵ生となった受験生の数は，何と 1,300 名

を超えています。充実の講義でＩＣＵの“ユニーク入試”を突破！ 

開講日 ２０２３年３月３１日（金）～４月４日（火） 

開講時間 １８:００～２１:００（休憩時間を含みます） 

講義方針 

ＩＣＵの入試は，一般の大学入試とは大きく異なります。これはＩＣＵ入試の狙いが，大学に

入ってから自分のテーマを設定し，問題意識を持って勉強できる能力の有無を見ることに

あるからです。そんなＩＣＵ入試で求められているのは，参考書や問題集を繰り返すことで身

につく「知識量」ではなく，本当の意味での「知性」です。この講座で，これから入試までの約

10 か月の「知性を磨く」生活をスタートさせましょう。授業は「自然科学」を除く，入試に必要

なすべての科目について扱います。 

※「自然科学」受験の方は、「ICU 自然科学・数学対策講座」を無料で受講できます。 

講義内容 総合教養ＡＴＬＡＳ／人文科学／社会科学／英語リスニング／英語リーディング 

受講料 ￥３５，０００（教材費含む） 

ＩＣＵ自然科学・数学対策講座〔新高２※・新高３・高卒生対象〕 
ＩＣＵを自然科学で受験する人のための講座です。受験科目の選択で迷っている人は、早く

に科目を決めるためにも受講をお勧めします。 

開講日 ２０２３年４月５日（水）～４月６日（木） 

開講時間 １８:００～２１:００（休憩時間を含みます） 

講義方針 
癖のある ICU 自然科学の数学では，どのような力が求められるのか，予想問題の演習を通

して学んでもらいます。この講座を受講することで普段からどのような心構えで，どのように

学習を進めればよいかわかるはず。よりよいスタートをきりましょう。 

講義内容 ＩＣＵの自然科学４科目の中から、数学について対策します。範囲は数 IAIIB です。新高２生

の方も受講できますが、未習分野を含む場合があります。 

受講料 ￥１６，０００（教材費含む） 

※春期「ＩＣＵ受験対策講座」受講生は受講料免除。 
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文法的な読み方だけでなく、想像力をいかした「思考的な」読み方を重視した授業は、入試直前ま

で「賢くなる」ことの大切さを教えてくれました。（高３・女子） 

英語そのものの解説だけでなく，英文の背景説明もしてくれるので，長文を読む力だけではなく，

知的常識が身についたと思います。上智大の公募推薦に合格できたのも，この講座で一足早く受験勉強を

始めたおかげだと思います（高３・女子） 

勉強嫌いな私が勉強の面白さに気付かされた講座。高２でこの講座に出会えて本当によかった。お

かげさまで第一志望の立教大に合格しました。（山脇学園高３・女子） 

何よりよかったのは心から一緒に ICU に行きたい、と思えるような仲間にたくさん出会えたことで

す。この人達の存在のおかげで最後まで受験勉強をやりぬくことができました。（都立富士高３・女子） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハイレベル受験英語〔新高３・高卒生対象〕 
東大・東工大・一橋大・東京外語大・早・慶・上智・ＩＣＵ・などの難関大に対応できる，

英語力養成講座の入門編。英語を logical に読み，表現する力を養なうために，英語学習の

“基本姿勢”を正しく身につけよう！長文読解に必要な背景知識・知的常識も身につく。 
開講日 ２０２３年３月２９日（水）～３月３０日（木） 

開講時間 １８:００～２１:００（休憩時間を含みます） 

講義方針 

ボリュームが多く，設問のレベルも高い難関大の英語に対応するためには，正しい学習姿

勢を身につけ，持続してゆくことが肝心ですが，知識の詰め込みだけでは勉強が面白くな

いのは当然です。この講座では，“わかってゆく楽しさ”と“英語を読み考える”とはどういう

ことなのかを，長文読解と英文法の解説を通して体験してもらいます。さらに，入試までに

どのような知識をつければよいのか，どういう思考回路で解答すればよいのかを，４月以

降の学習に役立つよう具体的に紹介します。 

受講料 ￥１６，０００（教材費含む） 
 
 
 

スタンダード受験英語〔新高２・新高３・高卒生対象〕 
新高２生と，英語に自信のない受験生のための講座。語彙・文法・語法の整理と演習，読解

力の養成を二本柱に学習を進め，着実なレベルアップをはかる。 

開講日 ２０２３年３月２７日（月）～３月２８日（火） 

開講時間 １８:００～２１:００（休憩時間を含みます） 

講義方針 

大学入試の英語を読解するには，英語力をつけることと，英文の背景となっている社会状

況などについての知識を持つことが必要です。この講座では，特に注意が必要な英文法

の単元について，その“しくみ”と“考え方”を丁寧に解説し，英文の構造を正確に捉え長

文読解に活用できる，真の英語力を構築するための土台作りを行います。 

受講料 ￥１６，０００（教材費含む） 

ベーシック英語〔新高１生対象〕 
英語を一からやり直したい新高２生や，新高１生のための講座。“手抜き”をしないが“無

理”もしない英語学習法が身に着きます。 
開講日 ２０２３年３月２９日（水）～３月３０日（木） 

開講時間 １４:００～１７:００ 

講義方針 
受験科目としての英語の学習を始める第一歩として，基本的・根本的な英文法について

学びます。それと並行して英文読解にもチャレンジ。英語力をつけるための学習法・語彙

力養成法も指導します。 

受講料 ￥１６，０００（教材費含む） 
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日曜講座の英語の授業は、私が高校生活３年間で積み残していたものを、すべて取り去ってくれま

した。文法を学び、英語を読むことに意味と楽しさを与えてくれました。私の思う学びが日曜講座にはあ

りました。ICU へ続く、楽しい学びがありました。（中大杉並高３・男子） 

苦手な長文も読めるようになった上に，高校の英語の順位（1 学年 120 人）が 50 位も上がり，指

定校推薦で ICU への進学が決まりました。（浦和明の星女子高３・女子） 

高１の夏にはチンプンカンプンだった英語が次第に得意科目に。高校受験で適わなかった ICU に，

指定校推薦で進学が決定しました！（高３・女子） 

最終的な答に辿り着くまでのプロセスをきちんと説明してもらえたので，数学的な思考が身に付いたよ

うに思う（高卒・男子） 

わからないところや納得のいかないことに関して，先生に気軽に質問できたのがよかった。（明星学園

高３・女子） 

 

  

受験数学 IAIIB〔新高３・高卒生対象〕 
数学は暗記科目ではない！「公式に当てはめるだけ」から早く抜け出し， 
自分で考えて解くことが合格につながる。 

開講日 ２０２３年３月２３日（木）～３月２４日（金） 

開講時間 １８:００～２１:００（休憩時間を含みます） 

講義方針 

文系・理系共通の IAIIB の範囲の問題を様々な角度から分析することを通して，特定の単

元だけでなく，複数分野にまたがって役に立つ重要な道具，手法を数多く紹介します。こ

の講義で「入試問題を解く」ということがどういうことなのかを実感してもらい，今後の指針

を与えます。ICU（自然科学受験）志望の方も，ＩＣＵ自然科学・数学対策講座と併せて受

講されることをおすすめします。 

受講料 ￥１６，０００（教材費含む） 

数学受験準備講座〔新高２生対象〕 
体系的理解を促し，数学 IAIIB の理解を完成。 

開講日 ２０２３年３月２９日（水）～３月３０日（木） 
開講時間 １８:００～２１:００（休憩時間を含みます） 

講義方針 
応用範囲が比較的広い重要事項を，さまざまな問題の中でどう利用するかということを中

心に講義します。自分の数学力を「高校の定期試験対応モード」から「大学入試対応モー

ド」に進化させましょう。 

受講料 ￥１６，０００（教材費含む） 

数学受験準備講座〔新高１生対象〕 
本質を理解し，高校数学の足場固めを行う。 

開講日 ２０２３年３月２７日（月）～３月２８日（火） 

開講時間 １４:００～１７:００ 

講義方針 
数学ⅠAの各単元には，高校数学全体の土台となる重要事項があふれています。土台が

しっかりしていないと，その上の建造物まで脆弱になってしまいますから，しっかり学んで，

高校生としての勉強のスタートをよい形できりましょう。 

受講料 ￥１６，０００（教材費含む） 
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2023 年度 第 58 期 日曜講座 春期講座 受講登録用紙 
 

ふりがな 

氏名 
 

男 

女 

他 

生年月日 
     年       月    日生 

（       歳） 

住所 

〒 

 

 

 

TEL  ＦＡＸ  

携帯  

携帯メアド 

 

 
□＠ezweb.ne.jp     □＠i.softbank.jp    □＠docomo.ne.jp    □＠gmail.com  □＠icloud.com 

高校名 

                                

                                                                   高校 

 

年      組     番 ２０          年卒業 

短大・ 

大学名 

大学名：  

 

 

学部学科名： 

 

 

学年： 

↓受講する講座に○印を記入してください。 

 講座ｺｰﾄﾞ 講座名 開講日 
受講料 

（税込） 

 06121 ＩＣＵ受験対策講座・無料公開講座 3/26(土) 17:00～20:00 ― 

 16111 春期講座・ＩＣＵ受験対策講座 3/31(金)～4/4(火) 18:00～21:00 ￥35,000 

 16111 春期講座・ＩＣＵ自然科学数学対策講座 4/5(水)～4/6(木) 18:00～21:00 ￥16,000 

 11111 春期講座・ハイレベル受験英語 3/29(水)～3/30(木) 18:00～21:00 ￥16,000 

 19211 春期講座・スタンダード受験英語 3/27(月)～3/28(火) 18:00～21:00 ￥16,000 

 19311 春期講座・ベーシック英語【新高１】 3/29(水)～3/30(木) 14:00～17:00 ￥16,000 

 13111 春期講座・受験数学 IAIIB 3/23(木)～3/24(金) 18:00～21:00 ￥16,000 

 19411 春期講座・数学受験準備講座【新高２】 3/29(水)～3/30(木) 18:00～21:00 ￥16,000 

 19511 春期講座・数学受験準備講座【新高１】 3/27(月)～3/28(火) 14:00～17:00 ￥16,000 

受 講 料 合 計 ￥ 
 

  



 

- 16 - 

日曜講座 講座説明会・春期講座 申込手続 
 

１．登録用紙の提出 
p.15 の登録用紙に必要事項を記入の上，次のいずれかの方法でお申込みください。 

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 

日曜講座事務局に記入した登録用紙を提出してください。（受講料は郵便局よりお振込いただくこ

とになりますのでご了承下さい。） 

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

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

②E-mail でのお申込み→→→goukaku@nichiyo-kouza．com 
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。 

③FAX でのお申込み→→→０３－３３７２－７４５２ 

登録用紙に必要事項をご記入の上，FAX してください。 

 

春期講座をお申込みの方         公開講座のみお申込みの方 

 

 

２．受講料のお支払 
受講料と入会金は郵便振替・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】 

・口座番号：００１２０－２―１６２９７ 

・加入者名：日曜講座事務局 

・通信欄に，受講生の氏名をご記載下さい。 

【銀行振込の場合】 

・ゆうちょ銀行 ゼロイチキュウ店（店番号０１９） 

・口座番号：当座００１６２９７ 

・講座名義人：日曜講座事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．受講手続きの完了 
受講料の納入が済みましたら，手続きは完

了です。 

事前のテキスト交付はありません。各講座

の初日は筆記用具とノートを持参してくだ

さい。 

 

４．登録講座の変更・取消について 

受講料振込後の返金には一切応じられませ

んので，予めご了承ください。ただし，登

録講座の変更については止むを得ない事情

がある場合に限り応じますので，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。(飲食物の販売は行っていません。) 

受講手続きの完了 
公開講座受講の手続きは完

了です。当日教室までおこ

しください。 

 



 

-17- 

 

 
 
 
 
 
 
 

昨年度在籍者（62 名）の合格実績 

お茶の水女子（1） 

早稲田（6）・慶應義塾（12） 

ＩＣＵ（33）[うち AB 両方式合格３名，B 方式１名，ＡＯ１名，指定校２名，編入３名] 

上智（6）・東京理科（3） 

明治（6）・立教（8）・青山学院（14） 

中央（5）・法政（7）・学習院（4） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

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 3 分） 
■TEL 0120-777-169  ■FAX 03-3372-7452 
■URL http://www.nichiyo-kouza.com     
■E-MAIL goukaku@nichiyo-kouza.com 
 
 

http://www.nichiyo-kouza.com/

