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テキスト
映像授業と合わせて学習効果が最
大限に引き出せるように工夫して
あります。駿台独自の指導ノウハウ
が1冊1冊に凝縮されています。

時期に応じた
効率的な運用
放課後、土曜日の課外・補習授業と
しての活用や休暇期間、センタ一試
験前後に集中しての受講など、時期
に応じた効率的な運用が可能です。

実力講師陣
駿台予備学校を代表する精鋭講師
陣が熱気あふれる授業を展開いたし
ます。学問の本質をきちんと伝える
ことができる講師が揃っています。

映像の効果
映像授業の特性を生かしCGや映
像資料を盛り込んで、より理解が
深まるように工夫されています。

50分授業
50分授業で、集中力が途切れ
ません。そのため体系的な理解
を深め、最も能率的に最大の
学習成果を生み出します。

基礎学力定着から実戦力養成
まで対応します。
●基礎講座　　●入試対策講座
●センタ一試験対策講座
●総合講座　　●分野別対策講座
●夏期・冬期・直前講習

多彩な講座メニュー

駿台サテネット21駿台サテネット21
映像講座映像講座

サテネット21の特徴
駿台の映像講座「サテネット21」は、

大学入試突破のための本格的な

学力養成を目指す講座です。

基本事項の確認からセンター試験、

二次・私大・難関大対策まで

受験に必要十分な応用力・実戦力の養成までを

目指します。
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※テスト終了後の採点画面サンプル

映像講座「駿台サテネット21」と「CBT（Computer Based Testing)システム」がセットになった
学習支援システムです。

インターネット配信による視聴

映像講座［駿台サテネット21］のすべての
映像講座が視聴可能！
視聴可能な講座数は302講座※、総学習時間数は4,189単位※となり、
基礎講座から応用・実戦力養成講座まで多岐に渡ります。
※講座数、総学習時間数は、収録状況により変更となる場合がございます。
　あらかじめご了承願います。

視聴にはインターネット回線を使用しますので、学校内のパソコンやタブ
レットだけでなく、個人のパソコンやスマートフォンを活用することで、場所
や時間に制限されることなく効率的な学習を可能とします。

倍速視聴機能
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インターネット配信により、高校内またはご自宅のパソコン、タブレットや
スマートフォンでの学習が可能！

講座を視聴する際に便利な倍速機能が付いています。

小手先のテクニックや詰め込み
主義でなく、学習する上での本質
である「基礎からの反復学習とそ
れに基づく思考力・判断力の養
成」の学習方針をそのままに、映
像授業ならではのコンピュー
ターグラフィクス （CG）や資料画
像を盛り込むなど、新しい可能性
をプラスした映像講座です。

映像講座

※駿台サテネット21画面サンプル

受講後の理解度を確認し、学力向上を確かなものにするため、「チェック
テスト」を実施。受講内容や理解度をチェックし、受講成果の確認ができ
ます。チェックテストで間違いが多かった講座を再受講することで確実に
実力をのばせます。　　　　　（チェックテストがない講座もあります。）

教材個人申込システムがご利用いただけます。
教材の申込はインターネットで行い、教材費はコンビニで
のお支払いとなります。

チェックテストサンプル 無料オプション

※問題画面サンプル

●校内のパソコンルームだけでなく、高等学校で用意されたタブレットを使い学習できます。
●先生は生徒の講座選択や学習状況、チェックテストの成績を管理・把握することができるので、
　学習指導に役立てられます。
●受講講座が302講座より選択可能なため、生徒は各自の志望に従い講座を選択できます。
●基礎講座から応用・実戦講座まで幅広い講座設定のため講座選択のアドバイスができます。
●自宅に帰ってからも、パソコン、タブレット、スマートフォンで継続して学習できます。

活用例の
ご案内

インターネットプランでの視聴の場合

CBTシステム

ベーシックレベルベーシックレベル
中学校の教科書レベルの基礎
問題をCBTで受験できます。

スタンダードレベルスタンダードレベル
高校教科書準拠レベルの基礎
問題をCBTで受験できます。

アップグレードレベルアップグレードレベル
センター試験レベルの問題を
CBTで受験できます。

復　習 疑問点を
解決 復　習 疑問点を

解決 復　習 疑問点を
解決

基礎確認CBTと単元別映像授業の同じ単元を組み合わせて受講することにより、しっかりとした基礎力を身に付けることができます。

問題を解いた後、「採点結果」画面で間違えた問題の「分野」を確認し、「解答・解説」画面で間違えた問題を復習することがで
きます。「解答・解説」画面は、丁寧な「解説文」に加え、英語には「和訳」、現代文には「要約」、古文には「現代語訳」もついて
充実した内容となっています。

●先生は生徒のCBTでの成績状況が把握できるので、学習指導に役立てられます。
●各科目が分野ごとに細分化されているため、CBTシステムを受験することで苦手分野の発見と再確認ができ、
　復習のために単元別映像授業を受講することにより学力の定着を図ることができます。
●少し不安な単元は中学レベルまで戻って確認することができ、習得への近道となります。

活用例の
ご案内

基礎確認CBTシステム

先生オリジナルのCBTコンテンツや
映像授業コンテンツを作成してみませんか？

授業進度に合わせたオリジナルの確認テストや予習問題をアップロードすることが
できます。受験する生徒を指定することにより、個人個人の理解度を確認することも
できます。

CBTコンテンツ

オリジナルの映像コンテンツを反転授業や復習・確認映像としてアップロードする
ことができます。映像コンテンツ

オリジナルコンテンツ

基礎確認CBT

読解問題・長文問題を盛り込んだ、
駿台ならではの本格的大学入試対策ＣＢＴです。実戦演習CBT

視聴方法

中学校教科書レベルから、大学入試基本レベルまでの問題を、
CBTで受験できます。

単元別映像授業 単元別の映像授業でポイント解説。
アクティブ・ラーニング、反転授業、タブレット授業にも活用できます。

インターネット

インターネット

インターネット

メディアエッジサーバ DVD インターネット

視聴方法については、
合計4つの方法がございます。

VODサーバ

（トップメニュー）

※テキストは必要ありません。

※別途テキストが必要です。
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学習教材受講の
動作確認済み環境

オリジナルコンテンツの
アップロード可能ファイルの種類

●ご利用いただくにあたり、端末が上記の環境であることを必ずご確認ください。

PC タブレット・スマートフォン
・InternetExplorer11以上
・Chrome

iPad・iPhone（iOS8.0以上） Android端末（Android4.2以上） Android端末（Android4.1）
・Safari ・標準ブラウザ　・Chrome ・Chrome

テキスト 画像 動画 音声 圧縮
.csv .png,   .jpg,   .gif .mp4 .mp3 .zip
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専用サーバに登録済みの講座を高等学校のパソコン教室でオンデマンド再生できます。
（専用サーバを契約期間中、無償で貸し出しいたします。）

サテネット21の講座をDVDにてご提供いたします。
写真のような教室での一斉放映のほかに、パソコンルームで
の個別視聴も可能です。受講を希望する講座は、1講座から
ご利用いただけます。
一例といたしまして、センター試験前後などの特定の時期の集
中受講も効果的です。

①講座情報
講座名、講座内容などが確認できます。

授業名をクリックすると、動画視聴画面へ移動します。

NTTの専用回線を利用し全自動でサーバのハードディスクに
録画を行います。録画されたコンテンツはパソコンやテレビか
らオンデマンド再生できるシステムです。パソコン教室を個別
学習用のスペースとして有効活用できます。全自動録画のた
め先生方の手間が軽減されます。生徒さんも自分の都合に合
わせて学習ができ、わからなかったところは繰り返し見直すこと
も可能です。（別途サーバ設置および専用回線の費用が発
生いたします。）

※画面見本

導入高校 設置事例

※サーバ写真

※一斉放映教室

メディアエッジサーバによる視聴

VODサーバによる視聴

DVDによる視聴

●クラスごとに曜日・時限を決めて学習できます。
●放課後、土曜日にパソコン教室を解放し生徒が学習できます。
●部活動のある生徒は、朝、授業開始前（0限）を利用して視聴できます。

活用例の
ご案内

サーバを利用し、パソコン教室での学習の場合

●推薦・AO入試希望者にガイダンスを行った後、論文対策授業を全員で視聴するのも効果的です。
DVDで一斉視聴の場合

②授業カリキュラム

視聴方法
メディアエッジサーバ・VODサーバ・DVD

2018年度 講座設置一覧（予定）

メディアエッジ

DVD

合計講座数

302
講 座

総学習時間数

4189
単 位 1単位

50分インターネット メディアエッジサーバ DVD

※講座名および講座数は変更になる場合があります。

VODサーバ

VODサーバ

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

高３ 英文読解の最前線－３つの鍵がひらく合格への扉－ ４４単位
高３ 英語難関大対策 ４４単位
高３ 英文読解エッセンス－形と意味のハーモニー－ ４４単位
高３ 英文法エッセンス－文法から作文への飛躍－ ４４単位
高３ 和文英訳練習帳－0からの英作文－ ４４単位

数学
高３ 難関大数学ⅠAⅡＢ／Ⅲ－ワンランク上をめざそう！－ ４４単位
高３ 数学総合完成ⅠA・ⅡB 受験標準／受験発展 ４４単位
高３ 数学総合完成Ⅲ 受験標準／受験発展 ４４単位



3 4

専用サーバに登録済みの講座を高等学校のパソコン教室でオンデマンド再生できます。
（専用サーバを契約期間中、無償で貸し出しいたします。）

サテネット21の講座をDVDにてご提供いたします。
写真のような教室での一斉放映のほかに、パソコンルームで
の個別視聴も可能です。受講を希望する講座は、1講座から
ご利用いただけます。
一例といたしまして、センター試験前後などの特定の時期の集
中受講も効果的です。

①講座情報
講座名、講座内容などが確認できます。

授業名をクリックすると、動画視聴画面へ移動します。

NTTの専用回線を利用し全自動でサーバのハードディスクに
録画を行います。録画されたコンテンツはパソコンやテレビか
らオンデマンド再生できるシステムです。パソコン教室を個別
学習用のスペースとして有効活用できます。全自動録画のた
め先生方の手間が軽減されます。生徒さんも自分の都合に合
わせて学習ができ、わからなかったところは繰り返し見直すこと
も可能です。（別途サーバ設置および専用回線の費用が発
生いたします。）

※画面見本

導入高校 設置事例

※サーバ写真

※一斉放映教室

メディアエッジサーバによる視聴

VODサーバによる視聴

DVDによる視聴

●クラスごとに曜日・時限を決めて学習できます。
●放課後、土曜日にパソコン教室を解放し生徒が学習できます。
●部活動のある生徒は、朝、授業開始前（0限）を利用して視聴できます。

活用例の
ご案内

サーバを利用し、パソコン教室での学習の場合

●推薦・AO入試希望者にガイダンスを行った後、論文対策授業を全員で視聴するのも効果的です。
DVDで一斉視聴の場合

②授業カリキュラム

視聴方法
メディアエッジサーバ・VODサーバ・DVD

2018年度 講座設置一覧（予定）
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DVD

合計講座数
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講 座
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VODサーバ

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語
高１ 高１ベーシック（BS）英語 ４４単位
高２ 高２ベーシック（BS）英語 ４４単位
高３ 高３ベーシック（BS）英語 ４４単位

数学
高１ 高１ベーシック（BS）数学ⅠA ４４単位
高２ 高２ベーシック（BS）数学ⅡＢ ４４単位
高３ 高３ベーシック（BS）数学ⅠＡⅡＢ ４４単位

国語
高１ 高１ベーシック（BS）国語（現・古） ４４単位
高２ 高２ベーシック（BS）国語（現・古） ４４単位
高３ 高３ベーシック（BS）国語（現・古） ４４単位

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

高３ 英文読解の最前線－３つの鍵がひらく合格への扉－ ４４単位
高３ 英語難関大対策 ４４単位
高３ 英文読解エッセンス－形と意味のハーモニー－ ４４単位
高３ 英文法エッセンス－文法から作文への飛躍－ ４４単位
高３ 和文英訳練習帳－0からの英作文－ ４４単位

数学
高３ 難関大数学ⅠAⅡＢ／Ⅲ－ワンランク上をめざそう！－ ４４単位
高３ 数学総合完成ⅠA・ⅡB 受験標準／受験発展 ４４単位
高３ 数学総合完成Ⅲ 受験標準／受験発展 ４４単位

基礎事項の確認と必要十分な学力を養成する講座です。

大学入試突破のための本格的な学力養成と難関国公立大・難関私
立大で要求される応用力・実戦力の養成を目的とした講座です。

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語 高３ 英語センター試験対策 ４４単位

数学
高３ 数学センター試験対策ⅠＡ ２０単位
高３ 数学センター試験対策ⅡＢ 24単位

国語
高３ 現代文センター試験対策 ４４単位
高３ 古典センター試験対策（古・漢） ４４単位

理科

高３ 物理基礎センター試験対策 24単位
高３ 化学基礎センター試験対策 24単位
高３ 生物基礎センター試験対策 24単位
高３ 地学基礎センター試験対策 24単位
高３ 物理センター試験対策 ４４単位
高３ 化学センター試験対策 ４４単位
高３ 生物センター試験対策 ４４単位
高３ 地学センター試験対策 ４８単位

地歴
公民

高３ 日本史センター試験対策 ４４単位
高３ 世界史センター試験対策 ４４単位
高３ 地理センター試験対策 ４４単位
高３ 政経センター試験対策 ４４単位
高３ 倫理センター試験対策 ４４単位
高３ 現代社会センター試験対策 ４８単位
高３ 倫理、政治・経済センター試験対策 ４４単位

センター試験で高得点を狙う方のほか、苦手科目の基礎を固め得
点源に変えたい方にも適した講座です。

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

高１ 高１英語総合 Part1 12単位
高１ 高１英語総合 Part2 12単位
高１ 高１英語総合 Part3 12単位
高２ 高２英語総合 Part1 12単位
高２ 高２英語総合 Part2 12単位
高２ 高２英語総合 Part3 12単位
高３ 高３英語総合 Part1 12単位
高３ 高３英語総合 Part2 12単位
高３ 高３英語総合完成 12単位

数学

高１ 高１数学総合 Part1 12単位
高１ 高１数学総合 Part2 12単位
高２ 高２数学総合 Part1 12単位
高２ 高２数学総合 Part2 12単位
高２ 高２数学総合 Part3 12単位
高３ 高３数学総合ⅠAⅡB  Part1 12単位
高３ 高３数学総合ⅠAⅡB  Part2 12単位
高３ 高３数学総合Ⅲ 12単位
高３ 高３数学完成ⅠAⅡB 12単位
高３ 高３数学完成Ⅲ 12単位

国語

高１ 高１国語総合（現・古） Part 1 12単位
高１ 高１国語総合（現・古） Part２ 12単位
高２ 高２国語総合（現・古） Part 1 12単位
高２ 高２国語総合（現・古） Part２ 12単位
高２ 高２国語総合（現・古） Part3 12単位
高３ 高３現代文－読解から解法へ－ 12単位
高３ 古典の王道（古・漢） 12単位

高校１年生〜３年生を対象とした基礎〜受験標準レベルの講座で
す。

総合講座

基礎講座

センター試験対策講座

入試対策講座

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

国語

高３ 現代文難関大対策 ４４単位
高３ 現代文攻略法－言葉と出会うことから－ ４４単位
高３ 苦手解消！ 現代文読解法－選択・記述の壁を超えて ４４単位
高３ 古文難関大対策〜基礎固めから完成まで〜 ４４単位
高３ 古文解釈のエッセンス〜論理的な解釈を目指して〜 ４４単位
高３ 必修古文－基礎から応用へ－ ４４単位

理科

高３ 化学の問題解法－理論・無機・有機－ ４４単位
高３ 化学の基礎特講－スタートからの理論・無機・有機－ ４４単位
高３ 現役生のための受験化学 ４４単位
高３ めきめき力のつく生物 ４４単位

苦手分野の克服および得意分野の発展学習を図ることを目的とした高校１年生
〜３年生を対象とした短期集中講座です。

分野別対策講座

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

全学年 竹岡広信の英語特講シリーズ　発音・アクセント特講－「苦手」を「超得意」に！－ ６単位
全学年 竹岡広信の英語特講シリーズ　リスニング特講－センター過去問題の徹底研究－ １２単位
高３ 竹岡広信の英語特講シリーズ　英文読解特講－難関大学に怯まない読解の足腰を鍛える－ １２単位

全学年 竹岡広信の英語特講シリーズ　英作文特講－英作文の足腰を鍛える－ １２単位
高３ 竹岡広信の英語特講シリーズ　英文読解標準 １２単位

全学年 竹岡広信の英語特講シリーズ　英文法特講－英文法の足腰を鍛える－ １２単位



5 6

2018年度 講座設置一覧（予定）
合計講座数

302
講 座

総学習時間数

4189
単 位 1単位

50分

5 6

※講座名および講座数は変更になる場合があります。

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

全学年 大島保彦の長文読解トレーニング（タテ読み実践講座） ６単位
全学年 大島保彦の長文空所トレーニング（意味，形，使いこなして解いてゆく） ６単位
全学年 大島保彦の要約問題トレーニング（読み取って，きちんと伝える） ６単位
全学年 大島保彦の内容一致問題トレーニング（解きながら力をつける道がある） ６単位
全学年 大島保彦の英文和訳エクササイズ（きちんと訳そう） ６単位
全学年 大島保彦の英文読解図書館（科学と哲学） ６単位
全学年 大島保彦の英文読解図書館（音楽） ６単位
全学年 英語4技能対策入門編 ６単位
全学年 英検対策（準2級〜2級対策） ６単位
全学年 GTEC CBT対策講座 ６単位
全学年 TEAP対策講座 ６単位
高３ 自由英作文のエッセンス １２単位
高３ 英文読解のエッセンス １２単位
高３ 英文読解演習ファイナル ６単位

全学年 英単語特講 １２単位
全学年 英熟語特講 １２単位
高１ 高１リスニング対策〜最初の一歩 ３単位
高２ 高２リスニング対策〜２次力アップを目指して ３単位

全学年 そこが知りたい英文法Ⅰ ６単位
全学年 そこが知りたい英文法Ⅱ ６単位
全学年 そこが知りたい英文読解Ⅰ ６単位
全学年 そこが知りたい英文読解Ⅱ ６単位

数学

高３ 数学分野別攻略シリーズ－数列の攻略－ ６単位
高３ 数学分野別攻略シリーズ－ベクトルの攻略－ ６単位
高３ 数学分野別攻略シリーズ－場合の数・確率の攻略－ ６単位
高３ 数学分野別攻略シリーズ－微分（Ⅲ）の攻略－ ６単位
高３ 数学分野別攻略シリーズ－積分（Ⅲ）の攻略－ ６単位
高３ 数学分野別攻略シリーズ－複素数の攻略－ ６単位
高３ 数学分野別攻略シリーズ－整数の攻略－ ６単位
高３ 数学分野別攻略シリーズ－極限の攻略－ ６単位
高３ 数学分野別攻略シリーズ－図形と方程式と軌跡の攻略－ ６単位
高３ 数学分野別完全攻略シリーズ－複素数の完全攻略－ ６単位
高３ 数学分野別完全攻略シリーズ－数列の完全攻略－ ６単位
高３ 数学分野別完全攻略シリーズ－ベクトルの完全攻略－ ６単位
高３ 数学分野別完全攻略シリーズ－場合の数・整数の完全攻略－ ６単位
高３ 数学分野別完全攻略シリーズ－整数の完全攻略－ ６単位
高３ 数学ⅠＡⅡＢの完全攻略 １２単位
高３ 数学Ⅲの完全攻略 １２単位
高３ この夏極める数学ⅠＡⅡＢ １２単位
高３ この夏極める数学Ⅲ １２単位
高３ 理系数学総合＜入試数学の定石演習編＞ １２単位
高３ 入試数学の盲点完成編＜予想問題の攻略演習＞ １２単位
高３ 難関大数学合否を決めるⅠＡⅡＢ全１０題 ６単位
高３ 難関大数学合否を決めるⅢ全１０題 ６単位
高３ 数学ⅠＡⅡＢの攻略 １２単位
高３ 数学Ⅲの攻略 １２単位
高３ この冬完成数ⅠⅡⅢ／ＡＢ １２単位

全学年 そこが知りたい数学Ⅰ ６単位
全学年 そこが知りたい数学A ６単位
全学年 そこが知りたい数学Ⅱ Part１ ６単位
全学年 そこが知りたい数学Ⅱ Part２ ６単位
全学年 そこが知りたい数学Ｂ Part１ ６単位
全学年 そこが知りたい数学Ｂ Part２ ６単位

国語
全学年 霜栄の現代文「読み方」レボリューション（Stage1） ６単位
全学年 霜栄の現代文「解き方」レボリューション（Stage1） ６単位
全学年 霜栄の現代文「書き方」レボリューション（Stage1） ６単位

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

高３ スピードアップ・リーディング（鷲づかみの英文把握） １２単位

高３ 夏の英文法総整理 １２単位

高３ 医系英語 １２単位

高３ 東大英語Ⅰ（読解） １２単位

高３ 東大英語Ⅱ（英作文） ６単位

高３ 東大英語Ⅲ（リスニング） ６単位

数学

高３ 医系数学 １２単位

高３ 東大理系数学 １２単位

高３ 東大文系数学 １２単位

国語

高３ 完答を狙うセンター現代文２０１9 １２単位

高３ 東大現代文 １２単位

高３ 完答を狙うセンター古文２０１9 １２単位

高３ 東大古文 １２単位

高３ 東大漢文 １２単位

理科

高３ 物理特講－入試物理 classic １２単位

高３ センター物理基礎 ６単位

高３ センター化学基礎 ６単位

高３ センター生物基礎 ６単位

高３ センター地学基礎 ６単位

地歴
公民

高３ 夏のセンター地理Ｂ １２単位

高３ 夏のセンター現代社会 １２単位

高３ 夏のセンター倫理、政治・経済Ⅰ（盲点分野の総整理） １２単位

高３ 夏のセンター倫理、政治・経済Ⅱ（重要ポイント総整理） １２単位

実戦
テスト

高３ 早大文系実戦テスト（英語・国語（現代文・古文・漢文）） 7単位

高３ 医系実戦テスト（英語・数学・化学） 9単位

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

国語

全学年 霜栄の現代文「読み方」レボリューション（Stage2） ６単位
全学年 霜栄の現代文「解き方」レボリューション（Stage2） ６単位
全学年 霜栄の現代文「書き方」レボリューション（Stage2） ６単位
高３ 霜栄の現代文 国公立大エクササイズ（Stage1） ６単位
高３ 霜栄の現代文 国公立大エクササイズ（Stage2） ６単位
高３ 霜栄の現代文 国公立大エクササイズ（Stage3） ６単位
高３ 霜栄の現代文 難関私立大エクササイズ（Stage1） ６単位
高３ 霜栄の現代文 難関私立大エクササイズ（Stage2） ６単位
高３ 霜栄の現代文 難関私立大エクササイズ（Stage3） ６単位
高３ 現代文読解法☆飛躍のメソッド★ １２単位
高３ 現代文記述法★完成のメソッド☆ １２単位
高３ センター評論攻略法＋α １２単位
高３ センター小説攻略法＋α １２単位
高３ 現代文・難関私立×センター（夏のリプレイ） １２単位
高３ 現代文・難関国立×センター（夏のリプレイ） １２単位
高３ 現代文 読解の応用講義 １２単位

全学年 現代文解答力の開発講座 １２単位
高２・３ 現代文読解法マスター １２単位
全学年 そこが知りたい現代文 １２単位
高３ 古文がよくわかるシリーズ－助動詞詳説①－ ６単位
高３ 古文がよくわかるシリーズ－助動詞詳説②推量系助動詞を中心に－ ６単位
高３ 古文がよくわかるシリーズ－助詞詳説－ ６単位
高３ 古文がよくわかるシリーズ－敬語詳説－ ６単位
高３ 古文がよくわかるシリーズ－単語・熟語－ ６単位
高３ 古文がよくわかるシリーズ－基礎からはじめる和歌の攻略－ ６単位
高３ 古文の王道 ６単位

全学年 そこが知りたい古文 １２単位
高３ 初歩からの漢文＜基礎力養成編＞ １２単位

理科

高３ 物理講義　力学Ⅰ－運動の法則－ ６単位
高３ 物理講義　力学Ⅱ－単振動と円運動－ ６単位
高３ 物理講義　力学Ⅲ－運動量、エネルギー－ ６単位
高３ 物理講義　電磁気Ⅰ－静電場、コンデンサー－ ６単位
高３ 物理講義　電磁気Ⅱ－電流、磁場－ ６単位
高３ 物理講義　電磁気Ⅲ－電磁誘導－ ６単位
高３ 物理講義　波動Ⅰ－力学的波動－ ６単位
高３ 物理講義　波動Ⅱ－光－ ６単位
高３ 物理講義　熱 ６単位
高３ 物理講義　原子物理 ６単位
高３ 直流回路の攻略 ６単位
高３ 入試物理へのアプローチⅠ（力学） ６単位
高３ 入試物理へのアプローチⅡ（波動） ６単位
高３ 入試物理へのアプローチⅢ（電磁誘導） ６単位
高３ 入試物理へのアプローチⅣ（光） ６単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-理論分野Ⅰ 構造の理論- １２単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-理論分野Ⅱ 状態と溶液の理論- １２単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-理論分野Ⅲ 反応の理論- １２単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-無機化学Ⅰ 中和反応、酸化還元反応、電気化学- １２単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-無機化学Ⅱ その他無機反応、無機各論①- １２単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-無機化学Ⅲ 無機各論②- １２単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-有機化学Ⅰ 基礎、脂肪族、芳香族（反応）- １２単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-有機化学Ⅱ 芳香族（各論）、構造決定、糖類、タンパク質- １２単位
高３ 楽しくしっかり学ぶ化学の授業-有機化学Ⅲ 脂質、核酸、合成高分子、薬品、染料、総合問題- １２単位
高３ 化学分野別攻略シリーズ－『合成高分子の計算と実験』の攻略－計算解法のコツを伝授 ６単位
高３ 化学分野別攻略シリーズ－『天然高分子の構造と実験』の攻略－みやすい図で楽しく理解する ６単位
高３ 化学分野別攻略シリーズ－『無機工業的製法』の攻略－知って楽しい工業的製法 ６単位
高３ 化学分野別攻略シリーズ『核酸・酸素・医療品・染料』の攻略 ６単位

夏期講習
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2018年度 講座設置一覧（予定）
合計講座数

302
講 座

総学習時間数

4189
単 位 1単位

50分

5 6

※講座名および講座数は変更になる場合があります。

各教科の基礎学力完成、弱点攻略、知識の総整理、頻出事項のマスター、さらに
応用力、実戦力の養成などを短期間で実現できるように効率的に学習します。

入試本番を目の前に控え、要点の総整理と応用力・実戦力の養成を目指しま
す。

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

高３ スピードアップ・リーディング（鷲づかみの英文把握） １２単位

高３ 夏の英文法総整理 １２単位

高３ 医系英語 １２単位

高３ 東大英語Ⅰ（読解） １２単位

高３ 東大英語Ⅱ（英作文） ６単位

高３ 東大英語Ⅲ（リスニング） ６単位

数学

高３ 医系数学 １２単位

高３ 東大理系数学 １２単位

高３ 東大文系数学 １２単位

国語

高３ 完答を狙うセンター現代文２０１9 １２単位

高３ 東大現代文 １２単位

高３ 完答を狙うセンター古文２０１9 １２単位

高３ 東大古文 １２単位

高３ 東大漢文 １２単位

理科

高３ 物理特講－入試物理 classic １２単位

高３ センター物理基礎 ６単位

高３ センター化学基礎 ６単位

高３ センター生物基礎 ６単位

高３ センター地学基礎 ６単位

地歴
公民

高３ 夏のセンター地理Ｂ １２単位

高３ 夏のセンター現代社会 １２単位

高３ 夏のセンター倫理、政治・経済Ⅰ（盲点分野の総整理） １２単位

高３ 夏のセンター倫理、政治・経済Ⅱ（重要ポイント総整理） １２単位

実戦
テスト

高３ 早大文系実戦テスト（英語・国語（現代文・古文・漢文）） 7単位

高３ 医系実戦テスト（英語・数学・化学） 9単位

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

高３ センター英語パーフェクトレクチャー １２単位

高３ センター英語のエッセンス １２単位

高３ 冬の英文法総整理 １２単位

高３ 英語アウトプット２００＋α－実戦演習２０１9－ ６単位

高３ 医系英語 １２単位

数学
高３ センター数学パーフェクトレクチャー １２単位

高３ 医系数学 １２単位

国語

高３ センター現代文パーフェクトレクチャー １２単位

高３ 現代文センター☆解法の最重要点（火事場の力） ６単位

高３ 現代文難関国立★解法の最重要点（風のアシスト） ６単位

高３ 現代文難関私立★解法の最重要点（風のアシスト） ６単位

高３ センター古典パーフェクトレクチャー １２単位

理科

高３ 物理特講 １２単位

高３ センター物理基礎＜講義編＞ ※夏期の「センター物理基礎」と同一内容 ６単位

高３ センター化学基礎＜講義編＞ ※夏期の「センター化学基礎」と同一内容 ６単位

高３ センター生物基礎＜講義編＞ ※夏期の「センター生物基礎」と同一内容 ６単位

高３ センター地学基礎＜講義編＞ ※夏期の「センター地学基礎」と同一内容 ６単位

高３ 冬のセンター物理〜PLUS〜 １２単位

高３ 冬のセンター化学〜PLUS〜 12単位

高３ 冬のセンター生物〜PLUS〜 １２単位

地歴
公民

高３ 冬のセンター地理Ｂ〜PLUS〜 １２単位

高３ 冬のセンター公民（倫政・政経・現社）－国際政治・経済－ ６単位

高３ 冬のセンター現代社会〜PLUS〜 １２単位

高３ 冬のセンター倫理、政治・経済〜PLUS〜 １２単位

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

理科

高３ 化学分野別攻略シリーズ『無機・有機の実験問題』の攻略 ６単位
高３ 化学「理論計算と高分子化合物」問題解法の完成 １２単位
高３ 化学の計算 １２単位
高３ 無機化学 １２単位
高３ 有機化学 １２単位
高３ 入試化学へのアプローチ（気体、熱化学） ６単位
高３ 入試化学へのアプローチ（酸化還元・電池・電気分解） ６単位
高３ 理系生物★naVigation－基礎から学んで難関大へ－細胞分野 １２単位
高３ 代謝・遺伝子特講 １２単位
高３ 生物・夏から始める論述・計算れんしゅう帖 １２単位
高３ ウキウキ学べる生物★生態系ランド ６単位
高３ みるみるわかる生物★進化ランド ６単位

　高３ きわめる生物の計算 ６単位
高３ わくわく生物ランド〜必修生物図鑑〜 3単位
高３ 入試生物へのアプローチ〜遺伝子分野の救急救命室〜 ６単位

地歴
公民

高３ 日本史総合問題演習（問題演習で完成させる重要テーマ） １２単位
高３ 日本近代史徹底整理（明治〜昭和戦前） １２単位
高３ 日本史特講Ⅰ（日本外交史攻略） １２単位
高３ 日本史特講Ⅱ（社会経済史） １２単位

高２・３ 難関大日本史へのアプローチ ９単位
高２・３ 日本史古代・中世史へのアプローチ １２単位

夏期講習 冬期講習
講習講座一覧表 ※�講習講座につきましては、講座名、講座数が変更となる場合があります。

　講座が確定次第、別途改めてお知らせ致します。

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

地歴
公民

高２・３ 日本史近世史へのアプローチ １２単位
高３ アジア前近代史へのアプローチ １２単位
高３ ヨーロッパ前近代史へのアプローチ １２単位
高３ 欧米近現代史徹底整理 １２単位
高３ 欧米戦後史徹底整理 １２単位
高３ アジア近現代史徹底整理 １２単位
高３ 世界史特講Ⅰ（東大・一橋大論述で学ぶ社会経済史-12のテーマ） １２単位
高３ 世界史特講Ⅱ（イスラーム史徹底整理） １２単位

高２・３ 難関大世界史へのアプローチ ６単位
高３ センター世界史Ｂ〜現代史〜 １２単位
高３ 世界地誌征服Ⅰ－アジア地誌・アフリカ地誌－ ６単位
高３ 世界地誌征服Ⅱ－ヨーロッパ地誌・ロシア地誌－ ６単位
高３ 世界地誌征服Ⅲ－アメリカ地誌・オセアニア地誌－ ６単位

論文

高３ 推薦・ＡＯ入試論文対策入門 ４単位
高３ 法・政治・経済系論文入試対策 ６単位
高３ 人文・教育系論文入試対策 ６単位
高３ 医系重要テーマ・用語解説講座〜PLUS〜 ６単位
高３ 医系論文入門 ９単位
高３ 論文入門 ９単位
高３ ＡＯ・推薦入試対策 １２単位



171201版

テキスト
映像授業と合わせて学習効果が最
大限に引き出せるように工夫して
あります。駿台独自の指導ノウハウ
が1冊1冊に凝縮されています。

時期に応じた
効率的な運用
放課後、土曜日の課外・補習授業と
しての活用や休暇期間、センタ一試
験前後に集中しての受講など、時期
に応じた効率的な運用が可能です。

実力講師陣
駿台予備学校を代表する精鋭講師
陣が熱気あふれる授業を展開いたし
ます。学問の本質をきちんと伝える
ことができる講師が揃っています。

映像の効果
映像授業の特性を生かしCGや映
像資料を盛り込んで、より理解が
深まるように工夫されています。

50分授業
50分授業で、集中力が途切れ
ません。そのため体系的な理解
を深め、最も能率的に最大の
学習成果を生み出します。

基礎学力定着から実戦力養成
まで対応します。
●基礎講座　　●入試対策講座
●センタ一試験対策講座
●総合講座　　●分野別対策講座
●夏期・冬期・直前講習

多彩な講座メニュー

駿台サテネット21駿台サテネット21
映像講座映像講座

サテネット21の特徴
駿台の映像講座「サテネット21」は、

大学入試突破のための本格的な

学力養成を目指す講座です。

基本事項の確認からセンター試験、

二次・私大・難関大対策まで

受験に必要十分な応用力・実戦力の養成までを

目指します。

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

英語

高３ 英語最終チェック－読解－ ６単位

高３ 英語最終チェック－作文－ ６単位

高３ 読解で差がつく頻出英単語・英熟語３００ ６単位

高３ 東大プレ英語Ⅰ（読解） ６単位

高３ 東大プレ英語Ⅱ（英作文） ６単位

高３ 東大プレ英語Ⅲ（リスニング） ６単位

数学

高３ 数学ⅠＡⅡＢの最終チェック ６単位

高３ 数学Ⅲの最終チェック ６単位

高３ 東大プレ理系数学演習 ６単位

高３ 東大プレ文系数学演習 ６単位

国語

高３ 現代文最終ミッション10－国公立大突破－ ６単位

高３ 現代文最終ミッション10－難関私大突破－ ６単位

高３ 早大プレ現代文演習 ６単位

教科 学年 講座名 単位数
（1単位=50分）

国語

高３ 東大プレ現代文演習Ⅰ（理文共用） ６単位

高３ 東大プレ現代文演習Ⅱ（文科専用） ３単位

高３ 東大プレ古文演習 ６単位

高３ 東大プレ漢文演習 ３単位

高３ 早大プレ古典演習 ６単位

理科

高３ 化学記述・論述問題 ３単位

高３ 東大プレ物理演習 ６単位

高３ 東大プレ化学演習 ６単位

高３ 東大プレ生物演習 ６単位

地歴

高３ 東大プレ日本史演習 ６単位

高３ 東大プレ世界史演習 ６単位

高３ 東大プレ地理演習 ６単位

直前講習 入試で特によく扱われるテーマ・分野について即知識として生かせるよう演習を交えた実戦的な講義を行います。

学籍管理

・時間割・履修管理
・出席管理
・保健管理・成績管理
・指導要録電子化
・生徒指導

成績管理

生徒ポートフォリオで
テスト結果の確認や
帳票出力ができる

学校事務管理 システム管理

・教員が使う教員事務

賢者 V

PC スマホ タブレット

対応
端末

・映像講座　駿台サテネット２１
　eラーニング+CBT
・実戦演習CBT
・単元別映像授業
・基礎確認CBT
　アップグレードレベル
　スタンダードレベル
　ベーシックレベル
・オリジナルコンテンツ

　　　　　　　　・卒業生管理

・教職員情報管理

・証明書管理

・校納金 /学校徴収金管理

・システム管理

・ID・パスワード管理

+

生徒所有の端末で
テストを受ける・結果を見る教員事務管理

徹底サポート統合システムで

PC

対応
端末 生　徒

学校教職員

プラス

・大学入試情報
・大学HPへのリンク集
・出張授業・講習
・各種講演会
・先生方対象授業力向上セミナー　

『賢者』と
『駿台サテネット21』の融合

『賢者』では、生徒の成績や模擬試験の
成績を記録できます。『賢者』を導入い
ただくと『駿台サテネット 21』を利用
した生徒の学習履歴やテストの結果も
『賢者』に記録されますので、生徒の学
習の進歩状況やテストの成績の確認が
できます。学習記録データを蓄積し分
析することで、学習指導や進路指導に
役立てることができます。

『賢者』とは

急速に拡大する教育 ICT 分野に対応した
教務支援システムです。入試から卒業
までの生徒一人ひとりの履修履歴の管
理ができます。学校運営に必要な業務
を網羅しているので、各種の事務業務
の短縮が可能です。

株式会社  駿台教育研究所
http://www.sundai-kyouken.jp/ kyouken@sundai-kyouken.jp

本部
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-7-4 小畑ビル5階
TEL：03-5259-3561　FAX：03-5259-3505

関西事業部
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-4-12 ホワイトドームプラザ4階
TEL：06-6531-6826　FAX：06-6531-6832

講習講座一覧表 ※�講習講座につきましては、講座名、講座数が変更となる場合があります。
　講座が確定次第、別途改めてお知らせ致します。

学籍管理

・時間割・履修管理
・出席管理
・保健管理・成績管理
・指導要録電子化
・生徒指導

成績管理

生徒ポートフォリオで
テスト結果の確認や
帳票出力ができる

学校事務管理 システム管理

・教員が使う教員事務

賢者 V

PC スマホ タブレット

対応
端末

・映像講座　駿台サテネット２１
　eラーニング+CBT
・実戦演習CBT
・単元別映像授業
・基礎確認CBT
　アップグレードレベル
　スタンダードレベル
　ベーシックレベル
・オリジナルコンテンツ

　　　　　　　　・卒業生管理

・教職員情報管理

・証明書管理

・校納金 /学校徴収金管理

・システム管理

・ID・パスワード管理

+

生徒所有の端末で
テストを受ける・結果を見る教員事務管理

徹底サポート統合システムで

PC

対応
端末 生　徒

学校教職員

プラス

・大学入試情報
・大学HPへのリンク集
・出張授業・講習
・各種講演会
・先生方対象授業力向上セミナー　




