
志望理由書・自己推薦書・面接（日本語）
小論文（日本語）に対応！※医学部への対応はいたしません。

総合・推薦型選抜は、特別なものではなく、
「入試の形態の一つ」です！

2021年4月期～10月期
上本町校 4月10日（土）スタート
西 宮 校 4月13日（火）スタート

PS西宮校・上本町校

総合・推薦型選抜対策講座
高3生対象

総合・推薦型選抜対策講座　要項

１. 担当講師と事前相談（電話or対面）
２. 「受講申込書」を、研伸館PS在籍校舎の受付窓口に提出してください。
「受講申込書」は受講開始月前月20日までに提出してください。
（学費は、受講月の学費と合算で、登録金融機関より口座振替となります）

３. 授業スタート

１. 申込の前に担当講師との事前相談が必要ですので、まずは受講希望校舎までお電話ください。
２. 相談後、「基本情報登録・変更届」と「受講申込書」を、研伸館PS西宮校か上本町校に提出してください（FAX送信可）。
３. 申込後、「学費等お振込のご案内」を郵送いたします。
（２ヶ月目の学費も振込になります。入学３ヶ月目からの学費はご指定の口座からの自動振替になります。）

４. 授業スタート

※月割学費は、8月を除く全月（4月～10月）で年額費を均等割りした金額です。
　4,7,9月は3週間の授業設定、5,6,10月は4週間の合計21週設定となります。
　月割学費は3週・4週の月にかかわらず同額となります。
※入学時には別途、入学金33,000円（税込）が必要です。
※テキスト代は必要に応じて申込書をご提出いただいた上で、その実費を請求いたします。
※指導関連費は学費に含まれております。

2021年度 総合・推薦型選抜対策講座
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申込のきっかけ

受付 N入力 Ｎチェック

（1）友人・知り合いからの紹介 （2）兄弟姉妹の紹介 （3）校舎・建物・立地
（4）交通広告（駅看板・ポスター・デジタルサイネージ、電柱広告、バス広告など） （5）新聞折込チラシ （6）新聞・雑誌・タウン誌広告
（7）TV（CM・番組での紹介） （8）ポスティング広告 （9）DM（ダイレクトメール） （10）学校（校門前）付近での案内配布
（11）ホームページ（WEBサイト） （12）インターネット広告 （13）SNS（Facebook、Twitter、LINEなど）
（14）アップ教育企画系列校からの紹介 系列校名（　　 　　　     　　　　） （0）その他（　　　　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒　　 －

学費（税込）

申込方法～受講までの流れ

講座の詳細内容はこちら

21,780円／月

PS上本町校
近鉄大阪上本町駅より徒歩2分
地下鉄谷町九丁目駅より徒歩8分
〒543-0031 大阪市天王寺区
石ヶ辻町15-18

TEL
06-6770-1517
FAX
06-6770-1516

■お問い合わせ先
PS西宮校
阪急西宮北口駅南デッキ直結
〒663-8204 西宮市高松町3-36

TEL
0798-65-5510
FAX
0798-65-5755

「直前30日で9割受かる
中村祐介の志望理由書・
自己推薦書」
（KADOKAWA）の執筆者、
中村祐介先生が、講座を担当。

「直前30日で9割受かる
中村祐介の志望理由書・
自己推薦書」
（KADOKAWA）の執筆者、
中村祐介先生が、講座を担当。

校内生の場合

校外生（一般生）
の場合

難関大学の総合・推薦型選抜は、「学力がなくても合格できる」「特殊な活動をし
ていないと合格しない」試験ではなく、「学力がなければ合格できず」「特殊な
活動をしていなくても合格できる」試験です。

難関大学の総合・推薦型選抜は、「学力がなくても合格できる」「特殊な活動をし
ていないと合格しない」試験ではなく、「学力がなければ合格できず」「特殊な
活動をしていなくても合格できる」試験です。

国公立大学全体で「総合型選抜（旧AO入試）を実施している大学」は54.9%！「学校推薦型選抜（旧
推薦入試）を実施している大学」はなんと95.4%！ 私立大学は総合型選抜（旧AO入試）を実施して
いない大学を探す方が難しい程である！
※国公立の数値に関するデータの出典：令和元年12月20日更新：文部科学省HP：令和２年度入学者選抜について

ご提供いただいた個人情報は、お申し込みいただいたサービス・商品の提供のほか、学習支援に関するサービス・商品の当社からの
ご案内・情報提供、より良いサービスの提供のための企画開発に利用することがあります。個人情報に関するお問い合わせは
アップ サポートセンター［WEB サイト（https://up-edu.com）、電話(0120-655-420 通話料無料、月～土 13:00～17:00)］
にて承ります。  株式会社アップ

※詳しくは中面へ。

無料体験 授業を一度無料で体験してから、入学を決めることもできます。
まずはこちらの申込書で体験申込をしてください。
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ほぼ同内容を、1人1人のニーズにあわせて学べる「映像+個別指導」の講座も用意しております。詳しくは、
下記校舎にお問い合わせください。



実際の問題を使ったトレーニング

総合・推薦型選抜対策講座を4月から開講！
昨年度（2020年度）実施例 開講校舎・日時： ■西宮校／火曜日 17：30～19：20　■上本町校／土曜日 15：15～17：05

※事前に担当講師に伝えておけば、都合に合わせて毎回の受講校舎を変更できます。
※ふりかえなどのサポートはありません。欠席しないようにお願いします。

対策は４月から始めなければ、間に合わない！

大学合格のための総合的なサポート
月期
4月

5月

6月

7月

夏期

9月

10月

授業内容

経験豊富な対策講師

※出願〆切までに多くの書類を完成させる必要があります。
※今年度の日程に関しては、必ず各大学のホームページなどでお確かめください。

■慶應義塾大学（SFC）AO入試：出願〆切（web）：8月13日
■関西学院大学AO入試：出願〆切：9月2日
■国際基督教大学AO入試：出願〆切（web）：9月10日
■立命館大学（文・国際・心理など）AO入試：出願〆切：9月18日
■大阪大学AO入試：出願〆切：9月10日　など 総合・推薦型選抜での受験を希望する高3生

（文系理系問わず、定員10名程度）

■担当講師が受験に必要な
組み合わせをコーディネー
トすることも可能です！

■他塾との併用も可！

中村 祐介 講師
研伸館国語科講師。授業は主に現代文を担当。「高校の授業との両立をはかる指導」、「理系向け
の共通テスト現代文指導」で研伸館の合格実績を支える。また、研伸館各校舎の進学アドバイ
ザーと連携して多くの総合・学校推薦型選抜指導にも携わる。小論文、志望理由書、医学部進学
指導などを手がけているため、入試制度や大学の歴史などに造詣が深い。

〈講師からのメッセージ〉
総合・推薦型の選抜は名称から連想される『特別な』イメージとは異なる『普通の』試験です。
本物の受験屋が教える対策授業で合格を勝ち取りましょう。

＜4月スタート＞
□日本語によるコミュニケーション能力を養う。 ※「読む」・「書く」・「聞く」・「話す」。
□論理的思考力・批判的思考力を養う。
□自己の価値観を理解し、将来像を考える。

□日本語によるコミュニケーション能力を完成させる。
□論理的思考力・批判的思考力を完成させる。
＜10月で終了予定＞

目標大学に合う個別プランをご提案いたします。

　総合・推薦型選抜は、大学や学部で様 な々試験が行われていますが、主なものは、小論文・ディベート・ディスカッション・提
出書類を元にした口頭試問や面接です。これらは、統一性がなさそうに見えて実は共通する部分があります。
「読む・書く/聞く・話す」能力には批判的思考力と論理的思考力、そして論理的な表現力が必要です。
　本講座では、21世紀スキルという名で呼ばれることもある「思考力」と「表現力」を、主に「実際の入試の問題」を使ってト
レーニングします。
　そして、出題者の意図を読み取り、どんな質問にも対応できる力を養成します！

授業内容

対　　象 無料体験受付中！

カリキュラム

大学への出願資格で英語の資格が
必要な人のための対策

担当講師が受験に必要な
組み合わせをコーディネー
トすることも可能です！

総合・推薦型
選抜対策講座

ロジカル・クリティカルな
力をつける

日本語による

読む 書く 聞く 話す

学力試験のために 受験に必要な教科の学習

アップ教育企画全体で連携しながら様々な選抜をサポートできるしくみがあります。

研伸館で授業を受講集団授業
研伸館プライベートスクールで
授業を受講個別指導

英会話教室もしくは英会話講座と併用
アップの英会話教室「Anup（アナップ）」や4技能を身
につける「英語館」などをご利用ください。

一度体験してから
入学することもできます。

　4月スタートの本講座と「同内容」を、映像+個別
指導で都合の良い時間に学べるコースもございます。
　また、「志望理由書や自己推薦書の作成方法だけ
を知りたい」、「提出論文の書き方だけを知りたい」、
「小論文の対策だけをしたい」、など個別指導ならで
はのコースも用意してございます。詳しくは、お問合せ
ください。


