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3 月講座 

【対象：推薦入試、AO 入試、自己推薦入試、一般入試Ａ・Ｂ、スポーツ推薦入試入学手続者】 

 

内 容 基礎英語、文系国語表現力基礎、基礎数学完成 

期 間 3 月 4 日（火）～7 日（金）、10 日（月）、11 日（火）、 

13 日（木）、14 日（金）、17 日（月）～19 日（水）  11 日間 

受講料 20,000 円 

 

楽しく英語講座 English Time 

【対象：推薦入試、AO 入試、スポーツ推薦入試、一般入試Ａ・B 日程入学手続者】 

 

期 間 2 月 24 日（月）～28 日（金）  5日間 

定 員 50 名 

受講料 10,000 円 

 

※「楽しく英語講座」は、4月からの英語のクラスに慣れ親しむことを目的とした講座です。詳細は別紙をご覧ください。 
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１．カリキュラム内容 

＊カリキュラム内容は若干変更になることがあります。 

 

（１）基礎英語 

ａ．内容 

基本文法、リスニング基礎、講読ベーシック 

ノート 

ｂ．回数 

全８講 

ｃ．カリキュラム 

第１章 大学生にとっての英語 

第２章 英語 基本文法の確認 

第３章 英語の音声 

第４章 英語 段落構成 ―まとまった文にチャレンジ 

 

 

（２）文系国語表現力の基礎 

ａ．内容 

文系作文、レポートの書き方基礎、小論文添削 

ｂ．回数 

全８講 

ｃ．カリキュラム 

１．伝え方、考え方の基本 ５．社会問題を考える 

２．小論文の型１ 原因追求型 ６．大学で学びたいこと 

３．小論文の型２ 功罪指摘型 ７．平等と優先順位を考える 

４．小論文の型３ 要約 ８．他人の作品に意見を言おう 

  「日本人を考える」  

＊ 記載されているカリキュラムは平均的なものであり、実際は一人一人の進度によって 

多少違いが出ます。 

 

（３）基礎数学完成 

ａ．内容 

文系で必要とされる数学基礎、就職試験で 

必要となる数学など 

 

ｂ．回数 

全８講 
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ｃ．カリキュラム内容 

１．円 ５．確率 

２．平行線と角 ６．三角形の性質 

３．立体のいろいろな見方 ７．速さ 

４．立方体の展開図 ８．濃度 

 

 

２．その他特別プログラム 

（１）初日特別プログラム ３月４日 

11 日間一緒に受講する友だちと、

簡単なゲームなどを通して、知り合

うための初日特別プログラムを行い

ます。 

ＮＰＯカタリバ（下記参照／写真）の

キャストと一緒に、1日じっくり、将

来のことを考え、語り合うプログラ

ムを行います。どちらのプログラム

も、学生スタッフがリードしますの

で、リラックスして参加してくださ

い。友だちができることで、入学後も安心して、授業や課外活動にも、取り組めます。学生スタッ

フも一緒になって参加、あっという間に時間が過ぎます。 

 

注：ＮＰＯカタリバは、親や先生など大人との関係でもなく同年代の友だちやクラスメートとの関係 

でもない、いわば「ナナメの関係」である少し先輩の大学生たちが主体的に活動している団体です。 

 

（２）プレゼンテーション 

これまでの入学前教育を振り返りつつ、今後の学生生活でどのようなことにトライしてみたいかな

どを各自まとめ（準備）、一人ずつ発表（プレゼンテーション）をします（実施）。自分の考えをま

とめて皆の前で「話す」という練習にもなります。 
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３．時間割 

下記は時間割の一例です。（3月講座） 

初日に教室やクラスをお知らせします。クラスにより授業の順番が変わりますが内容は同じです。 

クラスは、いろいろな学科の人たちと知りあいになれるように考慮して決めます。 

受講希望者は原則、全講座受講必須ですが、高校行事等やむを得ず欠席される場合は、事前に 

ご連絡下さい。 

また初日に来られない方は、初めて来る日にクラスを事務局で聞いてください。 

 

注）プレゼン＝プレゼンテーション（発表） 

 

日 曜 １限 ２限 昼休み ３限 ４限 

  9:00～9:40 10:00～11:30 12:00～13:00 13:00～15:00 14:10～15:40 

4 火 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 初日特別 

プログラム 

昼食 初日特別プログラム 

  

日 曜 １限 ２限 昼休み ３限  

  9:00～10:30 10:40～12:10 12:10～13:10 13:10～14:40  

5 水 文系国語 基礎数学完成  基礎英語  

6 木 文系国語 基礎数学完成  基礎英語  

7 金 文系国語 基礎数学完成  基礎英語  

10 月 文系国語 基礎数学完成 自習／面談／ 基礎英語  

11 火 文系国語 基礎数学完成 昼食 基礎英語  

13 木 文系国語 基礎数学完成  基礎英語  

14 金 文系国語 基礎数学完成  基礎英語  

17 月 文系国語 基礎数学完成  基礎英語  

18 火 プレゼン説明 プレゼン準備  プレゼン準備  

19 水 テスト プレゼン実施１  プレゼン実施２ 14:50～15:00 

      クロージング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼休みの風景 
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４．費用 
 

NO 講座名 金額 支払い期間 

１ 入学前スタートアップ講座（3月） 20,000円 ～3 月 4 日まで 

２ 楽しく英語講座 English Time 10,000円 ～2 月 24 日まで 

３ 入学前スタートアップ講座＋楽しく英語講座 30,000円 ～2 月 24 日まで 

以下のいずれかの方法にて、申込み講座分の金額を各開講日初日までにお振込ください。 

１）郵便振込（同封の振込用紙をご利用ください） 

   ● 郵便払込口座    00110-0-609158 学校法人 聖学院 

２）銀行振込 

※銀行振込の場合、恐縮ですが振込手数料をご負担いただき、下記口座にお振込み願います。 

● 銀行振込口座 みずほ銀行大塚支店 普通 １６６５２９３ ガク）セイガクイン 

３）コンビニ振込 

※コンビニ振込の詳細は、別添資料「インターネットでの申込方法、支払い方法について 

(コンビニ・銀行での支払い)」をご覧ください。 

◇欠席した講座分の受講料、また、一度入金された受講料は公的な理由がある場合を除いて返却いたし

ませんので、あらかじめご了承ください。 

 

５．申込み方法 

別紙申込申込書に必要事項を記入の上、封筒に入れて投函していただくか、FAX：048-725-6891に 

お送りください。ＨＰでも申込みできます。申込み後、受講証、バス券（初日片道分）をお送りします。 

申込み期限  「楽しく英語講座 English Time」 ２月１９日（水）（消印有効） 

       「入学前スタートアップ講座」   ２月２５日（火）（消印有効） 

 

６．通学について 

（１） 初日の集合 「楽しく英語講座」 2月 24日（月） 聖学院大学 ９：４５ 

「入学前スタートアップ講座」 3月 4日（火） 聖学院大学 ９：００ 

（教室は当日大学でお知らせします） 

【初日の持ち物】 受講証・筆記用具（テキストは、初日以降にお渡しします） 

【スクールバス】 宮原、西大宮駅からはスクールバスが利用できます。運転手に「バス券」をみせて 

ください（初日は無料です）。その後は利用券が必要になりますので、4 号館１F

自動券売機、または聖学院ゼネラルサービス（１号館１Ｆ・1109）でお買い求めく

ださい（１回 100円）。 

【昼    食】 昼食は学生食堂が利用できます（有料）。 

（２） 電車通学について 

電車通学の場合、回数券が便利です（大学の通学証明書は 2月 3月には発行できませんのでご了承下さい） 

 

 

 

 

● 申込み先・問合せ先 〒362-8585 埼玉県上尾市戸崎 1番 1号  

聖学院大学広報戦略室（担当：栗原・田中） 

TEL 048-780-1707 FAX 048-725-6891 E-Mail jizen@seig.ac.jp 
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受講者の感想をご紹介します 

 

■自宅学習で普通に家にいたら勉強なんてしなか

ったと思うし、90 分の授業に早くから慣れるのに

も良かったと思う。 

 

■長時間で大変だったけれど、論文や数学、英語

は今後も必要になってくるので、スキルアップで

きて良かった。 

 

■もっとガッチガチの勉強をやらされるかと思っ

ていた。肩透かしを食らった気分だけど、楽しく

過ごせた。参加してよかった。 

 

■毎日通うことで自分の生活にもメリハリができ

てとても充実した 11 日間だった。大学の雰囲気に

も慣れて友達もできてよかった。  

 

■最初はあんまりやる気がなかったけど、友達が

できて先輩とも仲良くなれてとても楽しかった。 

あっという間の 11 日間だった。 

 

■ 学生スタッフの方が、とても親身に面談してく

ださりサークルや学科の質問をすることがで

きた。入学する前なので不安が沢山あったけど、 

                        短期間で楽しい時間と思い出ができた。 

 

入学前スタートアップ講座学生スタッフより 

入学前スタートアップ講座（前、入学前準備教育）では 

聖学院大学の学生が小論文の添削などにスタッフとしてた

ずさわります。 

そのスタッフの先輩方からメッセージです。 

 

★ただいまスタートアップ講座のプログラムを考えています！ 

 受講者の皆さんに楽しんで 11 日間を過ごしてもらえるよう、 

頑張ります。 

☆昨年入学前準備教育を受け、今年はスタッフとして、 

皆さんのサポートに当たります。よろしくお願いします。 

★スタッフルームはいつでもオープンなので、不安なことや 

学生生活、授業のことなど何でも聞きに来てください。 

 

 


