
　　　　　の目的は、“AO・公募推薦入試で合格”です。
「でも、中学内容からやり直しても、大学入試に間に合うのかな…」

そんなキミのための講座が　　　　　です。

　　　　　講座は、AO・公募推薦入試で必要な分野・単元を絞り込んで、
中学内容からさかのぼって基礎学力を定着させるための講座です。

５レベルの講座構成で、スムーズに、確実に、基礎学力が完成します。

AO・公募推薦入試の基礎学力テスト対策

基礎 解説授業 発展 解説授業 チェックテスト

映像受講 20分 映像受講 20分 実施 10分
1学習
テーマ
50分

英語
標準学習
パターン

MyGAK「英語」 講座コード：ＭＧHE

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 英文の骨格
英語文法 第２回 動詞の変化
英語文法 第３回 代名詞
英語文法 第４回 動詞にかかわる様々な表現
英語文法 第５回 「否定文」と「疑問文」

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 be動詞
英語文法 第２回 一般動詞
英語文法 第３回 冠詞・名詞・代名詞
英語文法 第４回 形容詞・副詞
英語文法 第５回 WH疑問文
英語文法 第６回 時制 進行形
英語文法 第７回 時制 未来形
英語文法 第８回 時制 現在完了形
英語文法 第９回 助動詞
英語文法 第１０回 文型
英語構文 第１回 一般動詞（１）
英語構文 第２回 一般動詞（２）
英語構文 第３回 be動詞（１）
英語構文 第４回 be動詞（２）
英語構文 第５回 時制 過去形
英語構文 第６回 時制 進行形
英語構文 第７回 時制 未来形
英語構文 第８回 時制 現在完了形
英語構文 第９回 助動詞
英語構文 第１０回 WH疑問文（１）

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 さまざまな文
英語文法 第２回 不定詞（１）
英語文法 第３回 不定詞（２）
英語文法 第４回 動名詞
英語文法 第５回 分詞
英語文法 第６回 受動態
英語文法 第７回 前置詞、接続詞（１）
英語文法 第８回 接続詞（２）、間接疑問・付加疑問
英語文法 第９回 関係代名詞
英語文法 第１０回 比較
英語構文 第１回 WH疑問文（２）
英語構文 第２回 付加疑問文
英語構文 第３回 There is構文
英語構文 第４回 命令文
英語構文 第５回 感嘆文
英語構文 第６回 受動態（１）
英語構文 第７回 受動態（２）
英語構文 第８回 間接疑問文
英語構文 第９回 関係代名詞
英語構文 第１０回 関係副詞

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 動詞（１）
英語文法 第２回 動詞（２）
英語文法 第３回 時制（１）
英語文法 第４回 時制（２）
英語文法 第５回 名詞・代名詞
英語文法 第６回 形容詞・副詞
英語文法 第７回 助動詞
英語文法 第８回 受動態（１）
英語文法 第９回 受動態（２）
英語文法 第１０回 仮定法
英語構文 第１回 品詞（１）
英語構文 第２回 品詞（２）
英語構文 第３回 SVX〔第１文型、第２文型、第３文型〕
英語構文 第４回 SVXX（１）〔第４文型、第５文型＜１＞〕
英語構文 第５回 SVXX（２）〔第５文型＜２＞〕
英語構文 第６回 MSV（１）〔副詞による修飾＜１＞〕
英語構文 第７回 MSV（２）〔副詞による修飾＜２＞〕
英語構文 第８回 SMV〔形容詞による修飾〕
英語構文 第９回 不定詞（１）
英語構文 第１０回 不定詞（２）

回数 学習テーマ
英語文法 第１回 不定詞（１）
英語文法 第２回 不定詞（２）
英語文法 第３回 動名詞
英語文法 第４回 分詞（１）
英語文法 第５回 分詞（２）
英語文法 第６回 接続詞・前置詞
英語文法 第７回 比較
英語文法 第８回 疑問詞
英語文法 第９回 関係詞（１）
英語文法 第１０回 関係詞（２）
英語構文 第１回 動名詞
英語構文 第２回 分詞（１）
英語構文 第３回 分詞（２）
英語構文 第４回 疑問詞
英語構文 第５回 関係詞（１）
英語構文 第６回 関係詞（２）
英語構文 第７回 接続詞（１）
英語構文 第８回 接続詞（２）
英語構文 第９回 接続詞（３）
英語構文 第１０回 接続詞（４）

英語 超・基礎学力 英語 基礎学力上級

英語 基礎学力初級

英語 基礎学力完成

英語 基礎学力中級

＊ベーシックウイングの ならウイングネットの講師が授業をします
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基本 解説授業 応用 解説授業 チェックテスト

映像受講 20分 映像受講 20分 実施 10分
1学習
テーマ
50分

数学
標準学習
パターン

知識 解説授業 読解 解説授業 チェックテスト

映像受講 10分 映像受講 10分 実施 10分
1学習
テーマ
30分

現代文
標準学習
パターン

MyGAK「数学」 講座コード：ＭＧHM

回数 学習テーマ
数学 第１回 整数の四則演算
数学 第２回 分数計算
数学 第３回 文字式、１次方程式
数学 第４回 展開、因数分解
数学 第５回 平方根、２次方程式

回数 学習テーマ
数学 第１回 四則演算、分数計算
数学 第２回 正負の数、文字式
数学 第３回 展開、因数分解
数学 第４回 平方根
数学 第５回 方程式、不等式
数学 第６回 １次関数
数学 第７回 ２次方程式
数学 第８回 ２次関数①
数学 第９回 ２次関数②
数学 第１０回 集合・命題

回数 学習テーマ
数学 第１回 角度・多角形
数学 第２回 平行と角度
数学 第３回 図形の面積
数学 第４回 円・おうぎ形
数学 第５回 円周角
数学 第６回 比
数学 第７回 合同・相似
数学 第８回 相似の利用
数学 第９回 三平方の定理
数学 第１０回 場合の数・確率

回数 学習テーマ
数学 第１回 文字式
数学 第２回 文章題①
数学 第３回 文章題②
数学 第４回 展開・因数分解
数学 第５回 平方根
数学 第６回 ２次方程式①
数学 第７回 ２次方程式②
数学 第８回 １次関数
数学 第９回 ２次関数
数学 第１０回 グラフの応用

回数 学習テーマ
数学 第１回 図形の移動
数学 第２回 空間図形①
数学 第３回 空間図形②
数学 第４回 三平方の定理①
数学 第５回 三平方の定理②
数学 第６回 空間図形の断面と回転
数学 第７回 面積比・体積比
数学 第８回 三角形の性質
数学 第９回 内接円と内接球
数学 第１０回 空間図形と相似

回数 学習テーマ
現代文 第１回 基本的な言葉
現代文 第２回 品詞分解
現代文 第３回 言葉のしくみ
現代文 第４回 用語
現代文 第５回 接続語、段落

回数 学習テーマ
現代文 第１回 同音・同訓異字Ⅰ
現代文 第２回 同音・同訓異字Ⅱ
現代文 第３回 同音・同訓異字Ⅲ
現代文 第４回 同音・同訓異字Ⅳ
現代文 第５回 反対語Ⅰ
現代文 第６回 反対語Ⅱ
現代文 第７回 四字熟語Ⅰ
現代文 第８回 四字熟語Ⅱ
現代文 第９回 故事成語Ⅰ
現代文 第１０回 故事成語Ⅱ

回数 学習テーマ
現代文 第１回 単語と文節
現代文 第２回 品詞の種類
現代文 第３回 名詞と動詞、助詞と助動詞
現代文 第４回 形容詞と形容動詞
現代文 第５回 副詞、連体詞、接続詞、感動詞
現代文 第６回 活用
現代文 第７回 主語
現代文 第８回 述語
現代文 第９回 修飾語
現代文 第１０回 主体と客体

回数 学習テーマ
現代文 第１回 同音・同訓異字Ⅰ
現代文 第２回 同音・同訓異字Ⅱ
現代文 第３回 同音・同訓異字Ⅲ
現代文 第４回 同音・同訓異字Ⅳ
現代文 第５回 反対語Ⅰ
現代文 第６回 反対語Ⅱ
現代文 第７回 反対語Ⅱ
現代文 第８回 反対語Ⅱ
現代文 第９回 慣用表現Ⅰ
現代文 第１０回 慣用表現Ⅱ

回数 学習テーマ
現代文 第１回 文章構造 具体例Ⅰ
現代文 第２回 文章構造 具体例Ⅱ
現代文 第３回 文章構造 対比Ⅰ
現代文 第４回 文章構造 対比Ⅱ
現代文 第５回 文章構造 対比と具体例Ⅰ
現代文 第６回 文章構造 対比と具体例Ⅱ
現代文 第７回 文章構造 心情転換Ⅰ
現代文 第８回 文章構造 心情転換Ⅱ
現代文 第９回 文章構造 主張の発見
現代文 第１０回 文章構造を読み取る

MyGAK「現代文」 講座コード：ＭＧHL

数学 超・基礎学力 数学 基礎学力上級

数学 基礎学力初級

数学 基礎学力完成

数学 基礎学力中級

現代文 超・基礎学力 現代文 基礎学力上級

現代文 基礎学力初級

現代文 基礎学力完成

現代文 基礎学力中級
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