
英検®2次対策面接講座受講料

1講座 45分 × 3回 2級・準2級 9,900円 (税込)

1講座 45分 × 3回 3級・準2級 7,260円 (税込)

入学金は不要です。教材費・雑費は受講料に含まれます。
特別講座につき、一旦申し込まれた講座は各講座の開講後
の取り消しはできません。また、一旦納入された受講料は
理由の如何を問わず払い戻しできません。新規受講生は、
現金を添えてあすなろ予備校にてお申し込みください。校
内生は、口座引き落としとなります。詳細は後日ご連絡し
ます。

詳しい時間割と申込方法はウラ面をご覧ください。

申し込み方法

1.直接来校いただく場合

窓口にて申し込み用紙に必要事項を記入し、受講講座開講日
までに受講料を添えてあすなろ予備校受付にてお申し込みくだ
さい。

2.電話で申し込みいただく場合

受講を希望される講座とご本人の在・卒学校名、学年、住所、
電話番号をお伝えください。その時点で仮登録いたします。

(TEL 0857-22-6896)

3. FAXで申し込みいただく場合

申し込み用紙に必要事項を記入し、ファックスにてお送りく
ださい。当方で確認ができた時点で仮登録いたします。

(FAX 0857-22-6899)

4.ホームページで申し込みいただく場合

本校ホームページ上の申し込みフォームに必要事項を入力して
ください。当方で確認ができた時点で仮登録いたします。なお、
下記 QRコードの読み取りでも本校ホームページに移動できます。

申し込み
電話
FAX

HP

仮登録 ⇒
受付窓口にて
申込用紙
受講料を提出

⇒ 手続き完了

以下の2. ~ 4.の場合

申込用紙・受講料の提出は受講講座開講日までに本校受付窓口までお願いします。

⇒⇒

英検®2次対策面接講座

• 6/19 (土) ~ 7/3 (土)の期間で実施いたします
• 日程は個別に調整いたします
• 申込締切 6/15（火）

英検の2次対策（45分×3回）を個別に行い、合格に導
きます。2級・準2級では、海外とオンラインでつないでマ

ンツーマンの対策＋あすなろ講師陣による個別指導を
実施します。3級では、あすなろ講師陣による個別指導を

実施します。

全学年対象



6月12日
(土)

6月19日
(土)

7月10日
(土)

7月17日
(土)

3限
11:15 ~ 12:00

古文 古文 医学科数学 医学科英語

4限
12:05 ~ 12:50

古文 古文 医学科数学 医学科英語

5限
13:55 ~ 14:40

古文 古文 医学科化学

6限
14:45 ~ 15:30

物理

生物

化学基礎

化学

物理基礎

地学基礎

医学科化学

7限
15:40 ~ 16:25

広大・岡大数学

物理

生物

化学基礎

広大・岡大数学

化学

物理基礎

地学基礎

8限
16:30 ~ 17:15

広大・岡大数学

化学

物理基礎

地学基礎

広大・岡大数学

物理

生物

化学基礎

9限
18:00 ~ 18:45

広大・岡大数学

生物基礎

広大・岡大数学

生物基礎

医看系英語

英作文

医看系国語

英作文

10限
18:50 ~ 19:35

生物基礎
医看系英語

英作文

医看系国語

英作文

11限
19:45 ~ 20:30

医看系数学

英作文

医看系第1歩

英作文

12限
20:35 ~ 21:20

医看系数学

あすなろ予備校 特別講座 時間割

理科

* 教科を2つ選んでください。1教科 45分 × 3回となります。

< 物理 > <物理基礎>

6/12・19 Lv. ★★☆☆☆ 担当 / 田中

物理が苦手すぎるって思っているそこのあなた!!全然
難しくないですよ!!物理に限らずですが、何事も『コツ』

があります。最小の努力で最大の効果をあげるための
上手いコツをお伝えします。基本は力学の考え方を習得
することです。まずは楽しみましょう!!ついでに成績 UP

もしましょう!!

< 化学 > < 生物 > <生物基礎>

6/12・19 Lv. ★★☆☆☆ 担当 / 内田

定期テストで出題される問題は出題範囲が限定されて
おり、明確です。だからこそ、どんなに苦手でも、正しい
対策をすることで必ず得点できるようになります!! あなた

と一緒に定期テスト得点アップを目指します。勉強の不
安や悩みもこの機会に解決しましょう!!

<化学基礎> <地学基礎> 

6/12・19 Lv. ★★☆☆☆ 担当 / 有田

定期テスト得点ゲットのための講座。計算問題や演習
問題も扱うので、丁寧に解説していきます!!まずは一緒
に楽しみましょう!!

高1・2生対象

高3・高卒生対象

6/12・19 Lv. ★★☆☆☆ 担当 / 丸橋

いよいよ定期テストが近づいてきました。まずは古文の
用言 (動詞・形容詞・形容動詞)を攻略します。文法は慣

れるまでは大変ですが、ポイントを押さえてしまえばすぐ
に定期テストレベルまでは到達できます。苦手意識を持
つ前に克服してしまいましょう。

高1生対象

6/12・19 Lv. ★★★ (★)☆ 担当 / 大久佐

広島大学・岡山大学志望で数学を受験に使う予定、
また、この2つの大学に限らず、中堅国公立大学を狙い

たい・記述力を高めたい生徒さんを対象に行います。数
学 IAIIBの範囲で行うので文理問わず参加してもらえ

ます。記述模試前に、意識・力をともに高める時間にし
ましょう☆

広大・岡大数学 IAIIB

高1古文

<受講料 >  1講座 45分 × 6回 9,900円 (税込)

入学金は不要です。教材費・雑費は受講料に含まれます。特別講
座につき、一旦申し込まれた講座は各講座の開講後の取り消しはで
きません。また、一旦納入された受講料は理由の如何を問わず払い
戻しできません。新規受講生は、現金を添えてあすなろ予備校にて
お申し込みください。校内生は、口座引き落としとなります。詳細
は後日ご連絡します。

英作文添削講座

7/10・17 Lv. ★★★★★ 担当 / 松田

大学入試過去問の演習・添削を通して英文の作り方をブ
ラッシュアップしていこうとするシリーズ第2回です。問題に対

する取り組み方を身につけて、英作文を確実な得点源にして
いきましょう。

自由英作文も扱うので、実テ対策 /英検対策としても活用し

てください。

全学年対象

英作文添削講座

英作文添削講座

< 数学 > 7/10 Lv. ★★★★★ 担当 / 小林
< 英語 > 7/17 Lv. ★★★★★ 担当 / 松田
< 化学 > 7/17 Lv. ★★★★★ 担当 / 内田

大学入試の中でも「最難関」に当たる医学部医学科。この
大きな壁をぶち破るために実際の入試過去問を使って難問
へのアプローチ法を身につけていく演習講座 Season 2 です。

各科目問題を事前に配布。めいっぱい考え抜いて授業に臨
んでください。

高3・高卒生対象

医学科対策特別講座

英作文添削講座

< 英 語 > 7/10 Lv. ★★☆☆☆ 担当 / 井元
< 数 学 > 7/10 Lv. ★★☆☆☆ 担当 / 大久佐
< 国 語 > 7/17 Lv. ★★☆☆☆ 担当 / 丸橋
< 第1歩 > 7/17 Lv. ★★☆☆☆ 担当 / 有田

鳥取看護専門学校など看護・医療系専門学校の受験を「少
し」でも考えているみなさんのための講座です。大学入試とは
出題傾向が異なるので、別途対策が必要となります。入試の
過去問を活用しながら、基礎から丁寧に解説します。

「第1歩」では、「大学と専門学校の違い」などのご相談に予

備校講師がお答えします。

高3・高卒生対象

医療・看護系対策特別講座


