
水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

現代文

19:40～21:00

実技演技
対策講座

17:30～
20:20

（80分×2コマ）
※高1.高2生で受講を検

討される方は校舎まで
お問い合わせください。

古文

18:10～19:30

日芸小論文・作文講座②

15:10～16:30
※①②③は同内容です。

日芸英語

16:40～18:00

日芸国語

18:10～19:30

古文演習

17:00～18:00
※60分

火曜日

日本史①
②

18:10～
21:00
（80分×2
コマ）

【高3・高卒】 2022年度 2学期・直前学期 時間割(2022年9月～2023年1月)
※2022/7/18 更新

英語演習

17:00～18:00
※60分

アドバンス
英文法・語法

18:10～19:30

スタンダード

英文法・語法
18:10～19:30

アドバンス

英長文読解

19:40～21:00

スタンダード

英長文読解

19:40～21:00

日芸対策講座私大受験対策講座 オプション講座
※1講座以上のお申込みで受講可能です。
※お申込みの講座数にはカウントされません。

月曜日

ベーシック古文

16:40～18:00

面接コミュニケーショ
ン

19:40～21:00

ベーシック英語

18:10～19:30

日芸小論文・
作文講座①
19:40～21:00
※①②③は同内容

です。

■ 日芸小論文・作文
前週に提出した原稿をもとに、講師との1対
1の添削＆アドバイスを受ける授業となりま
す。
※①②③は同内容です。
※火曜と土曜で担当講師は異なります。
※課題は当日配付となります。
※総合型選抜・学校推薦型(付属校含む)・一
般選抜など各入試方式に対応。

■ 日芸英語

文法・長文読解・誤り指摘など日芸の出題
傾向に沿った実践的な対策を行います。

■ 日芸国語

現代文・古文・文学史など日芸の出題傾向
にそって対策を行います。

■ 英語演習

授業で蓄えた力を演習＆解説で定着を図りま
す。英語の解答力のさらなる強化を図ります。

■ 英文法・語法

大学入試において「文法」と「語法」は頻出分
野！本講座で英語の「幹」となる「文法」をしっ
かり理解し、「枝葉」となる「語法」も学びまし
ょう！

■ 英語長文読解

大学入試で多くの比率を占める長文読解。文章構
造を丁寧に説明し、どのように読解すればいいか
を伝授！受験に必要な読解力を身につけましょ
う！

■ ベーシック古文

「古文が特に苦手だ！」という人を対象にベーシ
ック講座を設けました。基礎力を徹底強化し、
「苦手」を克服しましょう！

■ ベーシック英語

「英語が特に苦手だ！」という人を対象にベーシ
ック講座を設けました。基礎力を徹底強化し、
「苦手」を克服しましょう！

■ 面接コミュニケーション

自己分析、グループワークやスピーチなどを
通し、面接・小論文・作文・エントリーに必
要な発想力やコミュニケーション力を高める
講座です。■ 現代文

大学入試全般に対応できる現代文の読解力
を養成します。多様な文章に触れ、限られ
た時間で読解する力を身につけましょう！

■ 古文

大学入試全般に対応できる古文の文法力・読解力
を養成します。古文が苦手な生徒は「ベーシック
古文」との並行受講をオススメします！

■ 古文演習

授業で蓄えた力を演習＆解説で定着を図りま
す。古文を得点源にしよう。

■ 日本史①②
日芸N方式、中堅～難関私大受験対策。
丁寧な解説で理解も進み、日本史を得点源に！
※当講座は「２講座」扱いとなります。

■ 世界史①②
日芸N方式、中堅～難関私大受験対策。
予習動画と解説講義で理解力が一段とアップ！
※当講座は「２講座」扱いとなります。

私大受験対策講座

オプション講座
※1講座以上のお申込みで受講可能です。
※お申込みの講座数にはカウントされません。

日芸対策講座

■ 実技演技対策講座

受験で必要な”表現力”を身に付けます。そのた
めに欠かせない基礎から実践までを学びます。

日藝の演劇学科演技コース出身で、演出をさ
れてきた講師だからこその「本質」を追求し
た授業です。

◎講座紹介

日芸小論文・作文講座③

19：40～21：00
※①②③は同内容です。

日芸・芸術系大学対策講座

❖英文法・語法/長文読解のクラス編成について❖

アドバンスクラス:日東駒専＝G-MARCHレベルに対応

スタンダードクラス:日東駒専レベルに対応。基礎に不安のあ
る生徒は木曜「ベーシック英語」の並行受講をオススメします。

日芸・芸術系大学対策講座

世界史①
②

18:10～
21:00
（80分×2
コマ）



【学力テスト】

5･6･7･10･11月

★【日芸プレテスト】

6・8･9･10･11・12月
※実施日は授業スケジュール表をご参照ください。

学力の定着度合いなどを計る
大事な試験です。

本科生は無料となりますので
積極的に受験してください。

学力テスト・日芸プレテスト

⚠注意⚠

行事日程などの関係で授業日
程が変更になることがありま
す。

その際は早稲田ゼミナール
HP ・Twitter・Google 
Classroomを通じてお知らせ
いたします。

予めご承知おきください。

総合型特別対策講座

★総合型選抜 特別対策講座概要

【実施日】

エントリー通過発表後

【対象者】
エントリー通過者

【内容】
・学科別試験対策

・模擬面接（予約制）
※詳細は後日公表

【実施内容】
※下記2021年度実施例。入試内容に合わせ、適宜、変更します。

◆写真学科

→撮影+プレゼンテーション指導

◆音楽学科作曲・理論コース

→自作品、レポートの口述試問

◆音楽学科情報音楽コース

→口頭試問

◆演劇学科舞台構想コース・ 舞台美術コース

→グループディスカッション

◆映画学科・演劇学科 演技コース・舞踊コー
ス

→実技試験指導

◆小論文・作文・記述・レポート課題

→対象の学科・コース別課題による添削指導

→適宜、事前提出物の相談・指導も実施予定

◆受講者は模擬面接が１回無料で受けられます。

※2回目以降は有料となります。(入塾生は無
料・回数制限無し)

各種セミナー

時期ごとに「総合型セミナー」「日芸合格セ
ミナー」「一般選抜入試セミナー」「２年生
向けセミナー」など各種セミナーを開催しま
す。

イベント詳細は公式HPやTwitterでご確認くだ
さい。

全入試方式で「模擬面接」を実施します！

受験予定の大学・学科・コースごとに過去の事例を
参考に模擬面接を行います。

【対象者】

2022年度受講生

【申込方法】

事前予約 ※予約方法等は後日公表

【実施時期】

9月中旬～3月末

→自身の入試日３～４週間前が開始目安となります。

※詳細は後日公表します。公式HPやTwitterで最新情
報をご確認ください。

模擬面接・各種セミナー・その他

2022年度各種ご案内

＜注意＞

※★印は一般の方もお申込み可能です。
詳細は後日公表します。公式HPや
Twitterで最新情報をご確認ください。

合格先輩からの体験談

【日程】

総合型選抜入試通過者や一般推薦対象者を中心に先
輩から体験談を聞く機会を設定します。

【備考】

学科・コースにより過去に先輩がいない場合やどう
しても先輩と志望者のスケジュールが合わない場合
は設定できませんので、あらかじめご了承ください。



水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

現代文

19:40～21:00

古文

18:10～19:30

古文演習

17:00～18:00
※60分

火曜日

日本史①②

18:10～21:00
（80分×2コマ）

【受講例：難関私大受験】【高3・高卒】2022年度 2学期・直前学期 (2022年9月～2023年1月) ※2022/7/18 更新

英語演習

17:00～18:00
※60分

アドバンス
英文法・語法

18:10～19:30

アドバンス

英長文読解

19:40～21:00

月曜日

日芸対策講座私大受験対策講座 オプション講座
※1講座以上のお申込みで受講可能です。
※お申込みの講座数にはカウントされません。

日芸・芸術系大学対策講座

個別 英語

（文法・語彙・読解・
発音など）

※共通テスト・早稲田
対策など

個別 国語（現代文・
古文・漢文）

※共通テスト・早稲田
対策など

自習

予習・復習
過去問題など



水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

現代文

19:40～21:00

古文

18:10～19:30

古文演習

17:00～18:00
※60分

火曜日

【受講例：中堅私大受験】【高3・高卒】2022年度 2学期・直前学期(2022年9月～2023年1月) ※2022/7/18 更新

英語演習

17:00～18:00
※60分

スタンダード
英法・語法18:10～19:30

スタンダード

英長文読解

19:40～21:00

日芸対策講座私大受験対策講座 オプション講座
※1講座以上のお申込みで受講可能です。
※お申込みの講座数にはカウントされません。

月曜日

ベーシック古文

16:40～18:00

ベーシック英語

18:10～19:30

日芸・芸術系大学対策講座

世界史①②

18:10～21:00
（80分×2コマ）

個別：英語（文法・語
法・長文読解など）
弱点克服・志望校対策

個別：国語（現代文・
古文・漢文）
弱点克服・志望校対策

自習

予習・復習
過去問題など



水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

現代文

19:40～21:00

古文

18:10～19:30
日芸英語

16:40～18:00

日芸国語

18:10～19:30

古文演習

17:00～18:00
※60分

火曜日

【受講例：日芸対策】 【高3・高卒】2022年度 2学期・直前学期 (2022年9月～2023年1月) ※2022/7/18 更新

英語演習

17:00～18:00
※60分

スタンダード
英文法・語法18:10～19:30

スタンダード

英長文読解

19:40～21:00

日芸対策講座私大受験対策講座 オプション講座
※1講座以上のお申込みで受講可能です。
※お申込みの講座数にはカウントされません。

月曜日

ベーシック古文

16:40～18:00

面接コミュニケーション

19:40～21:00

ベーシック英語

18:10～19:30

日芸小論文・
作文講座①
19:40～21:00

※①②③は同内容です。

日芸・芸術系大学対策講座

自習

予習・復習
過去問題など



水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

現代文

19:40～21:00

実技演技
対策講座

17:30～20:20
（80分×2コマ）

※高1.高2生で受講を検討される方は校舎までお問い合
わせください。

古文

18:10～19:30
日芸英語

16:40～18:00

日芸国語

18:10～19:30

古文演習

17:00～18:00
※60分

火曜日

【受講例：演技・舞踊系】 【高3・高卒】2022年度 2学期・直前学期 (2022年9月～2023年1月) ※2022/7/18 更新

英語演習

17:00～18:00
※60分

スタンダード
英文法・語法18:10～19:30

スタンダード

英長文読解

19:40～21:00

日芸対策講座私大受験対策講座 オプション講座
※1講座以上のお申込みで受講可能です。
※お申込みの講座数にはカウントされません。

月曜日

ベーシック古文

16:40～18:00

面接コミュニケーション

19:40～21:00

ベーシック英語

18:10～19:30

日芸・芸術系大学対策講座

自習

予習・復習
過去問題など



水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

現代文

19:40～21:00

古文

18:10～19:30

日芸小論文・作文講座②

15:10～16:30
※①②③は同内容です。

古文演習

17:00～18:00
※60分

火曜日

日本史①
②

18:10～
21:00
（80分×2
コマ）

【高3・高卒】2022年度 2学期・直前学期 時間割(2022年9月～2023年1月) ※2022/7/18 更新【選択例：芸術系併願】

英語演習

17:00～18:00
※60分

アドバンス
英文法・語法

18:10～19:30

スタンダード

英文法・語法
18:10～19:30

アドバンス

英長文読解

19:40～21:00

スタンダード

英長文読解

19:40～21:00

日芸対策講座私大受験対策講座 オプション講座
※1講座以上のお申込みで受講可能です。
※お申込みの講座数にはカウントされません。

月曜日

ベーシック古文

16:40～18:00

面接コミュニケーション

19:40～21:00

ベーシック英語

18:10～19:30

日芸・芸術系大学対策講座

世界史①
②

18:10～
21:00
（80分×2
コマ）



水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

実技演技
対策講座

17:30～20:20
（80分×2コマ）

※高1.高2生で受講を検討される方は校舎までお
問い合わせください。

古文演習

17:00～18:00
※60分

火曜日

【高3・高卒】2022年度 2学期・直前学期 時間割(2022年9月～2023年1月) ※2022/7/18 更新【選択例：特殊対策】

英語演習

17:00～18:00
※60分

日芸対策講座私大受験対策講座 オプション講座
※1講座以上のお申込みで受講可能です。
※お申込みの講座数にはカウントされません。

月曜日

面接コミュニケーション

19:40～21:00

日芸小論文・作文講座③

19：40～21：00
※①②③は同内容です。

日芸・芸術系大学対策講座
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