
小論文や面接といった自分の考
えを伝える能力を伸ばすために
は、正しい知識・情報を “インプッ
ト”し、それを表現する “ アウト
プット” を繰り返すことが必要で
す。学研推薦・総合型選抜ゼミは、
映像によるインプット型の学習と
ワークによるアウトプット型の学
習を組み合わせた実戦的な構成
で授業が進行、受講すれば確実
に力がつきます。

受講した講座：分野別小論文講座　社会科学系コース
入試での課題：個人面接／小論文
■入試対策で苦労したこと・不安だったこと
　私の場合、特に受験者数の少ない推薦入試であり、情
報がほとんどなかったため、どのような対策をすればよい
のか不安がありました。
■受講した講座のよかった点
　丁寧な添削をしてもらえる点。その回数も過不足なく、途中
で飽きない程度の適度な量だった。また、アイデアを出すた
めの思考方法についても新鮮で、活用できる点も多くあった。
■後輩へのメッセージ
　私のように一般入試を見据えたうえで小論文対策をする
場合、時間の空いたときに視聴できるこの講座はとても使
いやすいと思います。みなさんが合格できることを祈ってい
ます。小論文や志望理由書には、「唯一の

正解」というものがありません。だ
からこそ、添削指導が非常に効果
的。学研推薦・総合型選抜ゼミは、
多くの小論文・志望理由書の答案
を見てきた経験豊富な添削者が内
容・表現の両面から生徒の文章を
チェックします。プロだからこそ、「優
れている点」と「改善すべき点」を
的確に指導できます。

添削の流れ
生徒が解答を記入
した専用答案用紙
を回収。

答案用紙を専用郵
送キット（封筒）
に封入して発送。

３～４週間程度で
貴校へ返却（添削期
間は時期・添削枚数に
より前後します）。

学習管理画面を使って、
生徒の受講講座や進捗、
最終受講日などが閲覧
できます。受講講座や
ログイン ID で見たい情
報を絞り込むこともでき
ます。

※添削課題は郵送で提出してください。 約2週間で返送します。

映像講義

復習映像

演習課題

経験豊富なプロ講師による、わかりやすさに
徹底的にこだわった解説映像を視聴。視聴
期間内であれば何度でも見ることができ、倍
速機能でスピーディーに学ぶことも可能です。

映像で“インプット” 丁寧な添削で飽きることなく学べ、
新鮮な思考法が身についた！
一橋大学　商学部合格

1

講義の理解度を測るのに最適な課題に毎回チャレンジ！
課題は前半の「添削課題」と後半の「復習課題」に分かれています。

小論文/志望理由書を書いて“アウトプット”2

課題の手ごたえはどうだったか、その場で簡単に授業の振り返りをし
て授業終了！

復習映像で“内容整理・定着”3

◎生徒一人ひとりが自分のペースで学習を
進められます。

◎教室のＰＣはもちろん、個人所有のスマー
トフォン・タブレットでも受講可能です。

◎先生は、管理画面で一人ひとりの進捗状
況を確認していただけます。

◎学校の PC ルームなどで一斉視聴 → 復
習時は個別に映像視聴、という形態も
可能です。

① 小論文過去問添削指導
ご希望に応じ、生徒個々の志望大学の過去
問添削を承ります。

② LIVE 授業 
映像に出演している講師によるプレ講座（60
分程度）や、入試対策に関する講演会など
も承ります。

③教職員向け研修 
「書く力」「話す力」をどのように養成するか、
指導のコツをご紹介します。 

④その他の映像講座
市販参考書をテキストとした15 分×12 回の
入門講座（添削なし）もご用意しております。

講 座 導 入 例

個別受講（授業用/自学自習用） 集団受講（授業用）

インプット（映像）＆アウトプット（ワーク）で確実に力がつく

添削指導で改善点とその方法が明確になる

生徒一人ひとりの学習状況をしっかり把握

授
業
（
１
回
標
準
90
分
）の
流
れ

学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 1

学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 2

学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 3

で合格しました！

受講者限定の対策強化プラン

※添削指導については、答案をお取りまとめの上、
窓口までご送付ください（添削して先生宛にご返
送いたします）。

株式会社学研プラス　教育開発事業部 映像事業室 〒141-8415 東京都品川区西五反田2-11-8

株式会社学研プラス　教育開発事業部 映像事業室 

03-6431-1582 
03-6431-1757 
biz-gpzemi@gakken.co.jp

運営会社

TEL

FAX

Mail

※契約後、受講可能となるまで1週間程度のお時間をいただきます。導入時期をご考慮の上、お早めのご相談をお願いいたします。
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導 入 ま で の 流 れ

学研担当者までメール
やファックス、お電話
でご連絡ください。

担当者が、講座詳細、
導入の手順について
ご説明いたします。

ご契約締結後、教材
セット、受講用 ID、
パスワード等を送付
いたします。

お問い合わせ先

講座別管理画面
その講座を受講している生徒全員の受講
状況が表示されます。講義や課題などス
テップごとの受講状況、受講者の「理解
度（自己評価）」の状況が、グラフで確
認できます。

生徒の受講中全講座に関する学習進捗状況や各
講座ごとの進捗状況一覧を画面上からPDF 形式
でダウンロードすることができます。プリントアウ
トして管理するときに便利です。

生徒個人の詳しい受講状況
が表示されます。講義や課
題などステップごとに、受
講状況や最終受講日、視
聴回数、課題の提出状況
などを把握できます。

生徒別管理画面

パソコンでの受講
■Windowsを搭載した PC
　OS：Windows 8.1・10
　ブラウザ：Google Chrome 最新版
■Mac OSを搭載した PC
　OS：Mac 用 OS のバージョン10.10 以降
　ブラウザ：Safari 最新版

スマートフォン・タブレットでの受講
■ iOSを搭載したスマートフォン・タブレット
　OS：iOS 10 以降
　ブラウザ： Safari 最新版
■ Androidを搭載したスマートフォン・タブレット
　OS：Android 5.0 以降
　ブラウザ：Google Chrome 最新版

講座視聴に必要な環境

見 る

見 る

書 く

答案を回収

添削の返却

弊社へ郵送

推薦入試対策を
強化したい。

小論文・志望理由書・面接対策

高１・高２から早めの対策で

学
校
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映像授業 ＋ 添削指導で万全の入試対策を!

高１・高２から早めの対策で高１・高２から早めの対策で



1（第1回）志望理由書とは／基本の書き方

2（第2回）面接の心得／　　　   質問シミュレーション

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

学校推薦・総合型選抜では、「面接」や「小論文」など、日常の教科学習だけではカバーできない内容が多く、
個別対応も必要なため、指導に苦労されている先生方も多いと思います。対策には、知識・情報のインプットと、
それらを整理し表現するアウトプットが特に大切です。その両方を兼ね備えているのが「学研推薦・総合型選抜
ゼミ」です。映像と添削による丁寧な指導で、生徒一人ひとりを志望大学合格までしっかりとサポートします！

「小論文と作文の違い」や「小論文の『型』や『手順』」などを皮切りに、
ワンランク上の小論文を書くためのコツを解説します。小論文の書き方
を学んだことがない生徒、小論文に苦手意識のある生徒でも、大学受
験で合格点を取れる小論文が書けるようになります。

文と文のつなぎ方など日本語の基礎練習から始まり、意見と理由によ
るまとめ方、基本小論文の書き方までを丁寧に解説します。字数の少
ない課題に取り組むので、これまであまり文章を書いてこなかった生徒
でも、無理なく小論文の基本を身につけることができます。

小論文ベーシック講座の受講効果を高める取り組み
方や復習の仕方を確認します。

小論文ベーシック講座での受講内容を復習して、受
講効果をより高めます。

●講師：和田圭史　
●授業構成：45 分×１回（テキスト・添削課題なし）
●対象：小論文ベーシック講座を受講予定の生徒　
●視聴期間：30 日間　
●参考価格：3,850 円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

●講師：和田圭史　
●授業構成：45 分×１回（テキスト・添削課題なし）
●対象：小論文ベーシック講座を受講した生徒　
●視聴期間：30 日間　
●参考価格：3,850 円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

志望学部・学科領域に合わせた頻出テーマ
を中心に小論文の基本的な書き方の確認と、
「論理的」かつ「読ませる」小論文の書き方
をレクチャーします。本講座の内容をしっか
り理解したうえで、志望大学の過去問演習
に取り組めば、志望学部の小論文で合格点
を取る力は十分に身についているはずです。

ほとんどの大学で課されるのが「書類審査」と「面接」です。本講座では、まず面接の台本ともなる「志望理由書」
の基本的な書き方を学び、そのあと「面接」について、典型的な質問事項を取り上げて模擬面接の映像を交えながら
解説していきます。本講座で基礎を身につけてから志望大学の応募書類の作成や面接練習に取り組むと、内容の濃い・
洗練されたものになり、合格にぐっと近づくはずです。

　　　　　　　　　  は小論文・志望理由書・面接指導に
特化した学校推薦型・総合型選抜対策専門の映像講座です。

小論文ベーシック講座

文章の書き方 入門講座

〈追加オプション補講①〉
小論文ベーシック講座

スタートアップ補講

〈追加オプション補講②〉
小論文ベーシック講座

フォローアップ補講

分野別小論文講座

志望理由書・面接スタンダード講座

おすすめの進め方

講師 坂本礼子

授業構成 約90分×４回
（課題作成、下準備の時間を含みます。授業内
での実施については別途ご相談ください）

添削回数 2回

対象 高2～高3生 
小論文が出題される国公立大学
および上位～中堅私立大学の志望者

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途
　ご相談ください。

講師 和田圭史

授業構成 約90分×２回
（第１回は課題作成、下準備の時間を
含みます。授業内での実施については
別途ご相談ください）

添削回数 1回

対象 高2～高3生 
志望理由書・面接が課されるすべての
大学の志望者

視聴期間 90日間

参考価格 11,000円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途
　ご相談ください。

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙1枚

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚

小論文ベーシック講座

小論文の書き方・考え方を基本からレクチャー

分野別小論文講座

志望学部別、学科領域別の実践トレーニング

①人文科学系コース　②社会科学系コース
③看護医療系コース

志望理由書・面接
スタンダード講座

何を書き、何を伝えるか、鉄則をレクチャー

文章の書き方
入門講座

読み手に伝わる文章を書くためのポイントをレクチャー

講師◎ 和田 圭史 講師◎ 坂本 礼子

小論文・志望理由書・面接指導のプロフェッショナルが合格をサポート！

白藍塾の経営法人・株式会社はくらん代表。塾の企画運営に携わりながら、
学校推薦・総合型選抜対策の研究・情報収集を行う。累計10 万部のロン
グセラー『AO・推薦入試志望理由書で合格』（学研）、『まるまる使える入
試面接合格ナビ』（桐原書店）、樋口裕一先生との共著『大学入試 総合・
推薦入試をひとつひとつわかりやすく。』（学研）など、関連書籍を多数執筆。

白藍塾講師。あらゆる分野の小論文
指導に携わる。出張授業担当チーム
の中心を担う。大学にて一年生を対
象に「論理的な文章の書き方」の講
座も担当。

国公私立大学入学者選抜実施状況
出典：文部科学省（2020 年度）

学校推薦・総合型選抜も、受験対策が必要です
現在の大学入試で、学校推薦・総合型選抜は非常に大きな位置を占
めています。文部科学省の「国公私立大学入学者選抜実施状況」に
よると、2020 年度の大学入学者全体の 48.8％、私立大の 56.5％
が学校推薦・総合型選抜（AO・推薦入試）によるものでした。
2021 年度入試から AO入試は「総合型選抜」に、推薦入試は「学
校推薦型選抜」に入試区分が変更されています。学力検査が必須と
なった点が大きな変更点ですが、学力を測る方法として、大学入学
共通テスト以外に小論文、プレゼン、口頭試問なども例示されており、
小論文を採用する大学・学部は相当数に上ると考えられます。

学校推薦・総合型選抜による入学
（AO・推薦入試）

48.8% 一般入試
ほか

おすすめの進め方 （第3回を第1回の次に受講します）

おすすめの進め方（第3回を第1回の次に受講します）

1（第1回）小論文とは／小論文の書き方
2（第3回）添削答案の復習の仕方／課題１の解説／復習課題１
3（第2回）課題文のある小論文の書き方
4（第4回）課題２の解説／復習課題２／これからの勉強の仕方

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

1（第1回）日本語の基礎練習１／二部構成
2（第3回）日本語の基礎練習３／二部構成／課題１の解説／復習課題１
3（第2回）日本語の基礎練習２／四部構成
4（第4回）日本語の基礎練習４／四部構成／課題２の解説／復習課題 2

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

1（第1回）小論文で守るべきマナーとルール／　　　  「型」のポイント・論理構成の仕方

2（第3回）添削課題 1 の解説／復習課題 1
3（第2回）課題文がある場合の第一部の書き方

4（第4回）添削課題 2 の解説／復習課題 2

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

おすすめの進め方（第3回を第1回の次に受講します）

導入推奨時期

高２・秋～
高３・1学期

高２・秋～
高３・夏

～高１

志望校の決定

入試本番

高１～高２

白藍塾とは監修◎ 樋口 裕一
白藍塾塾長。多摩大学名誉教授。数々の小論文参考書で全国の受験生から
「小論文の神様」と呼ばれる。『読むだけ小論文』シリーズ（学研）など人気
参考書多数。一般書も多数執筆。『頭がいい人、悪い人の話し方』（PHP 新書）
は 250 万部を超える大ベストセラー。

樋口裕一が塾長を務める文章教育の「専門店」。小学生、中
学生、高校生、一般と受講対象者別に作文・小論文の通信指
導を行っている。また、小・中・高校・大学の文章教育をサポー
ト、学習参考書や教育書の出版企画も手がけている。

①人文科学系コース／②社会科学系コース／
③看護医療系コース

講師 和田 圭史

授業構成 約90分×４回 

添削回数 2回

対象 中3～高2生 

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込） ※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

（課題作成、下準備の時間を含みます。
授業内での実施については別途ご相談ください）

学校推薦・総合型選抜志望者に限らず、
文章教育の一環として幅広くお使いいただけます。

講師 和田 圭史

授業構成 約90分×４回

添削回数 2回

対象 高１～高3生 

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込） ※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

（課題作成、下準備の時間を含みます。
授業内での実施については別途ご相談ください）

学校推薦・総合型選抜志望者に限らず、
文章教育の一環として幅広くお使いいただけます。

授業構成(約90分)4回
※演習時間等含む

/添削2回

授業構成(約90分)4回
※演習時間等含む

/添削2回

各コース
授業構成(約90分)4回

※演習時間等含む

/添削2回

授業構成(約90分)2回
※第1回は演習時間等含む

/添削1回

文章の書き
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座
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文章の書き方　入門
講座
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設問１

設問２

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚



小論文や面接といった自分の考
えを伝える能力を伸ばすために
は、正しい知識・情報を “インプッ
ト”し、それを表現する “ アウト
プット” を繰り返すことが必要で
す。学研推薦・総合型選抜ゼミは、
映像によるインプット型の学習と
ワークによるアウトプット型の学
習を組み合わせた実戦的な構成
で授業が進行、受講すれば確実
に力がつきます。

受講した講座：分野別小論文講座　社会科学系コース
入試での課題：個人面接／小論文
■入試対策で苦労したこと・不安だったこと
　私の場合、特に受験者数の少ない推薦入試であり、情
報がほとんどなかったため、どのような対策をすればよい
のか不安がありました。
■受講した講座のよかった点
　丁寧な添削をしてもらえる点。その回数も過不足なく、途中
で飽きない程度の適度な量だった。また、アイデアを出すた
めの思考方法についても新鮮で、活用できる点も多くあった。
■後輩へのメッセージ
　私のように一般入試を見据えたうえで小論文対策をする
場合、時間の空いたときに視聴できるこの講座はとても使
いやすいと思います。みなさんが合格できることを祈ってい
ます。小論文や志望理由書には、「唯一の

正解」というものがありません。だ
からこそ、添削指導が非常に効果
的。学研推薦・総合型選抜ゼミは、
多くの小論文・志望理由書の答案
を見てきた経験豊富な添削者が内
容・表現の両面から生徒の文章を
チェックします。プロだからこそ、「優
れている点」と「改善すべき点」を
的確に指導できます。

添削の流れ
生徒が解答を記入
した専用答案用紙
を回収。

答案用紙を専用郵
送キット（封筒）
に封入して発送。

３～４週間程度で
貴校へ返却（添削期
間は時期・添削枚数に
より前後します）。

学習管理画面を使って、
生徒の受講講座や進捗、
最終受講日などが閲覧
できます。受講講座や
ログイン ID で見たい情
報を絞り込むこともでき
ます。

※添削課題は郵送で提出してください。 約2週間で返送します。

映像講義

復習映像

演習課題

経験豊富なプロ講師による、わかりやすさに
徹底的にこだわった解説映像を視聴。視聴
期間内であれば何度でも見ることができ、倍
速機能でスピーディーに学ぶことも可能です。

映像で“インプット” 丁寧な添削で飽きることなく学べ、
新鮮な思考法が身についた！
一橋大学　商学部合格

1

講義の理解度を測るのに最適な課題に毎回チャレンジ！
課題は前半の「添削課題」と後半の「復習課題」に分かれています。

小論文/志望理由書を書いて“アウトプット”2

課題の手ごたえはどうだったか、その場で簡単に授業の振り返りをし
て授業終了！

復習映像で“内容整理・定着”3

◎生徒一人ひとりが自分のペースで学習を
進められます。

◎教室のＰＣはもちろん、個人所有のスマー
トフォン・タブレットでも受講可能です。

◎先生は、管理画面で一人ひとりの進捗状
況を確認していただけます。

◎学校の PC ルームなどで一斉視聴 → 復
習時は個別に映像視聴、という形態も
可能です。

① 小論文過去問添削指導
ご希望に応じ、生徒個々の志望大学の過去
問添削を承ります。

② LIVE 授業 
映像に出演している講師によるプレ講座（60
分程度）や、入試対策に関する講演会など
も承ります。

③教職員向け研修 
「書く力」「話す力」をどのように養成するか、
指導のコツをご紹介します。 

④その他の映像講座
市販参考書をテキストとした15 分×12 回の
入門講座（添削なし）もご用意しております。

講 座 導 入 例

個別受講（授業用/自学自習用） 集団受講（授業用）

インプット（映像）＆アウトプット（ワーク）で確実に力がつく

添削指導で改善点とその方法が明確になる

生徒一人ひとりの学習状況をしっかり把握

授
業
（
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分
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学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 1

学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 2

学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 3

で合格しました！

受講者限定の対策強化プラン

※添削指導については、答案をお取りまとめの上、
窓口までご送付ください（添削して先生宛にご返
送いたします）。

株式会社学研プラス　教育開発事業部 映像事業室 〒141-8415 東京都品川区西五反田2-11-8

株式会社学研プラス　教育開発事業部 映像事業室 

03-6431-1582 
03-6431-1757 
biz-gpzemi@gakken.co.jp

運営会社

TEL

FAX

Mail

※契約後、受講可能となるまで1週間程度のお時間をいただきます。導入時期をご考慮の上、お早めのご相談をお願いいたします。

2021.10-S ⑤

導 入 ま で の 流 れ

学研担当者までメール
やファックス、お電話
でご連絡ください。

担当者が、講座詳細、
導入の手順について
ご説明いたします。

ご契約締結後、教材
セット、受講用 ID、
パスワード等を送付
いたします。

お問い合わせ先

講座別管理画面
その講座を受講している生徒全員の受講
状況が表示されます。講義や課題などス
テップごとの受講状況、受講者の「理解
度（自己評価）」の状況が、グラフで確
認できます。

生徒の受講中全講座に関する学習進捗状況や各
講座ごとの進捗状況一覧を画面上からPDF 形式
でダウンロードすることができます。プリントアウ
トして管理するときに便利です。

生徒個人の詳しい受講状況
が表示されます。講義や課
題などステップごとに、受
講状況や最終受講日、視
聴回数、課題の提出状況
などを把握できます。

生徒別管理画面

パソコンでの受講
■Windowsを搭載した PC
　OS：Windows 8.1・10
　ブラウザ：Google Chrome 最新版
■Mac OSを搭載した PC
　OS：Mac 用 OS のバージョン10.10 以降
　ブラウザ：Safari 最新版

スマートフォン・タブレットでの受講
■ iOSを搭載したスマートフォン・タブレット
　OS：iOS 10 以降
　ブラウザ： Safari 最新版
■ Androidを搭載したスマートフォン・タブレット
　OS：Android 5.0 以降
　ブラウザ：Google Chrome 最新版

講座視聴に必要な環境

見 る

見 る

書 く

答案を回収

添削の返却

弊社へ郵送

推薦入試対策を
強化したい。

小論文・志望理由書・面接対策
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映像授業 ＋ 添削指導で万全の入試対策を!

高１・高２から早めの対策で高１・高２から早めの対策で



1（第1回）志望理由書とは／基本の書き方

2（第2回）面接の心得／　　　   質問シミュレーション

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

学校推薦・総合型選抜では、「面接」や「小論文」など、日常の教科学習だけではカバーできない内容が多く、
個別対応も必要なため、指導に苦労されている先生方も多いと思います。対策には、知識・情報のインプットと、
それらを整理し表現するアウトプットが特に大切です。その両方を兼ね備えているのが「学研推薦・総合型選抜
ゼミ」です。映像と添削による丁寧な指導で、生徒一人ひとりを志望大学合格までしっかりとサポートします！

「小論文と作文の違い」や「小論文の『型』や『手順』」などを皮切りに、
ワンランク上の小論文を書くためのコツを解説します。小論文の書き方
を学んだことがない生徒、小論文に苦手意識のある生徒でも、大学受
験で合格点を取れる小論文が書けるようになります。

文と文のつなぎ方など日本語の基礎練習から始まり、意見と理由によ
るまとめ方、基本小論文の書き方までを丁寧に解説します。字数の少
ない課題に取り組むので、これまであまり文章を書いてこなかった生徒
でも、無理なく小論文の基本を身につけることができます。

小論文ベーシック講座の受講効果を高める取り組み
方や復習の仕方を確認します。

小論文ベーシック講座での受講内容を復習して、受
講効果をより高めます。

●講師：和田圭史　
●授業構成：45 分×１回（テキスト・添削課題なし）
●対象：小論文ベーシック講座を受講予定の生徒　
●視聴期間：30 日間　
●参考価格：3,850 円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

●講師：和田圭史　
●授業構成：45 分×１回（テキスト・添削課題なし）
●対象：小論文ベーシック講座を受講した生徒　
●視聴期間：30 日間　
●参考価格：3,850 円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

志望学部・学科領域に合わせた頻出テーマ
を中心に小論文の基本的な書き方の確認と、
「論理的」かつ「読ませる」小論文の書き方
をレクチャーします。本講座の内容をしっか
り理解したうえで、志望大学の過去問演習
に取り組めば、志望学部の小論文で合格点
を取る力は十分に身についているはずです。

ほとんどの大学で課されるのが「書類審査」と「面接」です。本講座では、まず面接の台本ともなる「志望理由書」
の基本的な書き方を学び、そのあと「面接」について、典型的な質問事項を取り上げて模擬面接の映像を交えながら
解説していきます。本講座で基礎を身につけてから志望大学の応募書類の作成や面接練習に取り組むと、内容の濃い・
洗練されたものになり、合格にぐっと近づくはずです。

　　　　　　　　　  は小論文・志望理由書・面接指導に
特化した学校推薦型・総合型選抜対策専門の映像講座です。

小論文ベーシック講座

文章の書き方 入門講座

〈追加オプション補講①〉
小論文ベーシック講座

スタートアップ補講

〈追加オプション補講②〉
小論文ベーシック講座

フォローアップ補講

分野別小論文講座

志望理由書・面接スタンダード講座

おすすめの進め方

講師 坂本礼子

授業構成 約90分×４回
（課題作成、下準備の時間を含みます。授業内
での実施については別途ご相談ください）

添削回数 2回

対象 高2～高3生 
小論文が出題される国公立大学
および上位～中堅私立大学の志望者

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途
　ご相談ください。

講師 和田圭史

授業構成 約90分×２回
（第１回は課題作成、下準備の時間を
含みます。授業内での実施については
別途ご相談ください）

添削回数 1回

対象 高2～高3生 
志望理由書・面接が課されるすべての
大学の志望者

視聴期間 90日間

参考価格 11,000円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途
　ご相談ください。

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙1枚

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚

小論文ベーシック講座

小論文の書き方・考え方を基本からレクチャー

分野別小論文講座

志望学部別、学科領域別の実践トレーニング

①人文科学系コース　②社会科学系コース
③看護医療系コース

志望理由書・面接
スタンダード講座

何を書き、何を伝えるか、鉄則をレクチャー

文章の書き方
入門講座

読み手に伝わる文章を書くためのポイントをレクチャー

講師◎ 和田 圭史 講師◎ 坂本 礼子

小論文・志望理由書・面接指導のプロフェッショナルが合格をサポート！

白藍塾の経営法人・株式会社はくらん代表。塾の企画運営に携わりながら、
学校推薦・総合型選抜対策の研究・情報収集を行う。累計10 万部のロン
グセラー『AO・推薦入試志望理由書で合格』（学研）、『まるまる使える入
試面接合格ナビ』（桐原書店）、樋口裕一先生との共著『大学入試 総合・
推薦入試をひとつひとつわかりやすく。』（学研）など、関連書籍を多数執筆。

白藍塾講師。あらゆる分野の小論文
指導に携わる。出張授業担当チーム
の中心を担う。大学にて一年生を対
象に「論理的な文章の書き方」の講
座も担当。

国公私立大学入学者選抜実施状況
出典：文部科学省（2020 年度）

学校推薦・総合型選抜も、受験対策が必要です
現在の大学入試で、学校推薦・総合型選抜は非常に大きな位置を占
めています。文部科学省の「国公私立大学入学者選抜実施状況」に
よると、2020 年度の大学入学者全体の 48.8％、私立大の 56.5％
が学校推薦・総合型選抜（AO・推薦入試）によるものでした。
2021 年度入試から AO入試は「総合型選抜」に、推薦入試は「学
校推薦型選抜」に入試区分が変更されています。学力検査が必須と
なった点が大きな変更点ですが、学力を測る方法として、大学入学
共通テスト以外に小論文、プレゼン、口頭試問なども例示されており、
小論文を採用する大学・学部は相当数に上ると考えられます。

学校推薦・総合型選抜による入学
（AO・推薦入試）

48.8% 一般入試
ほか

おすすめの進め方 （第3回を第1回の次に受講します）

おすすめの進め方（第3回を第1回の次に受講します）

1（第1回）小論文とは／小論文の書き方
2（第3回）添削答案の復習の仕方／課題１の解説／復習課題１
3（第2回）課題文のある小論文の書き方
4（第4回）課題２の解説／復習課題２／これからの勉強の仕方

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

1（第1回）日本語の基礎練習１／二部構成
2（第3回）日本語の基礎練習３／二部構成／課題１の解説／復習課題１
3（第2回）日本語の基礎練習２／四部構成
4（第4回）日本語の基礎練習４／四部構成／課題２の解説／復習課題 2

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

1（第1回）小論文で守るべきマナーとルール／　　　  「型」のポイント・論理構成の仕方

2（第3回）添削課題 1 の解説／復習課題 1
3（第2回）課題文がある場合の第一部の書き方

4（第4回）添削課題 2 の解説／復習課題 2

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

おすすめの進め方（第3回を第1回の次に受講します）

導入推奨時期

高２・秋～
高３・1学期

高２・秋～
高３・夏

～高１

志望校の決定

入試本番

高１～高２

白藍塾とは監修◎ 樋口 裕一
白藍塾塾長。多摩大学名誉教授。数々の小論文参考書で全国の受験生から
「小論文の神様」と呼ばれる。『読むだけ小論文』シリーズ（学研）など人気
参考書多数。一般書も多数執筆。『頭がいい人、悪い人の話し方』（PHP 新書）
は 250 万部を超える大ベストセラー。

樋口裕一が塾長を務める文章教育の「専門店」。小学生、中
学生、高校生、一般と受講対象者別に作文・小論文の通信指
導を行っている。また、小・中・高校・大学の文章教育をサポー
ト、学習参考書や教育書の出版企画も手がけている。

①人文科学系コース／②社会科学系コース／
③看護医療系コース

講師 和田 圭史

授業構成 約90分×４回 

添削回数 2回

対象 中3～高2生 

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込） ※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

（課題作成、下準備の時間を含みます。
授業内での実施については別途ご相談ください）

学校推薦・総合型選抜志望者に限らず、
文章教育の一環として幅広くお使いいただけます。

講師 和田 圭史

授業構成 約90分×４回

添削回数 2回

対象 高１～高3生 

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込） ※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

（課題作成、下準備の時間を含みます。
授業内での実施については別途ご相談ください）

学校推薦・総合型選抜志望者に限らず、
文章教育の一環として幅広くお使いいただけます。

授業構成(約90分)4回
※演習時間等含む

/添削2回

授業構成(約90分)4回
※演習時間等含む

/添削2回

各コース
授業構成(約90分)4回

※演習時間等含む

/添削2回

授業構成(約90分)2回
※第1回は演習時間等含む

/添削1回

文章の書き
方　入門講

座

2

文章の書き方　入門
講座

１

設問１

設問２

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚



1（第1回）志望理由書とは／基本の書き方

2（第2回）面接の心得／　　　   質問シミュレーション

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

学校推薦・総合型選抜では、「面接」や「小論文」など、日常の教科学習だけではカバーできない内容が多く、
個別対応も必要なため、指導に苦労されている先生方も多いと思います。対策には、知識・情報のインプットと、
それらを整理し表現するアウトプットが特に大切です。その両方を兼ね備えているのが「学研推薦・総合型選抜
ゼミ」です。映像と添削による丁寧な指導で、生徒一人ひとりを志望大学合格までしっかりとサポートします！

「小論文と作文の違い」や「小論文の『型』や『手順』」などを皮切りに、
ワンランク上の小論文を書くためのコツを解説します。小論文の書き方
を学んだことがない生徒、小論文に苦手意識のある生徒でも、大学受
験で合格点を取れる小論文が書けるようになります。

文と文のつなぎ方など日本語の基礎練習から始まり、意見と理由によ
るまとめ方、基本小論文の書き方までを丁寧に解説します。字数の少
ない課題に取り組むので、これまであまり文章を書いてこなかった生徒
でも、無理なく小論文の基本を身につけることができます。

小論文ベーシック講座の受講効果を高める取り組み
方や復習の仕方を確認します。

小論文ベーシック講座での受講内容を復習して、受
講効果をより高めます。

●講師：和田圭史　
●授業構成：45 分×１回（テキスト・添削課題なし）
●対象：小論文ベーシック講座を受講予定の生徒　
●視聴期間：30 日間　
●参考価格：3,850 円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

●講師：和田圭史　
●授業構成：45 分×１回（テキスト・添削課題なし）
●対象：小論文ベーシック講座を受講した生徒　
●視聴期間：30 日間　
●参考価格：3,850 円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

志望学部・学科領域に合わせた頻出テーマ
を中心に小論文の基本的な書き方の確認と、
「論理的」かつ「読ませる」小論文の書き方
をレクチャーします。本講座の内容をしっか
り理解したうえで、志望大学の過去問演習
に取り組めば、志望学部の小論文で合格点
を取る力は十分に身についているはずです。

ほとんどの大学で課されるのが「書類審査」と「面接」です。本講座では、まず面接の台本ともなる「志望理由書」
の基本的な書き方を学び、そのあと「面接」について、典型的な質問事項を取り上げて模擬面接の映像を交えながら
解説していきます。本講座で基礎を身につけてから志望大学の応募書類の作成や面接練習に取り組むと、内容の濃い・
洗練されたものになり、合格にぐっと近づくはずです。

　　　　　　　　　  は小論文・志望理由書・面接指導に
特化した学校推薦型・総合型選抜対策専門の映像講座です。

小論文ベーシック講座

文章の書き方 入門講座

〈追加オプション補講①〉
小論文ベーシック講座

スタートアップ補講

〈追加オプション補講②〉
小論文ベーシック講座

フォローアップ補講

分野別小論文講座

志望理由書・面接スタンダード講座

おすすめの進め方

講師 坂本礼子

授業構成 約90分×４回
（課題作成、下準備の時間を含みます。授業内
での実施については別途ご相談ください）

添削回数 2回

対象 高2～高3生 
小論文が出題される国公立大学
および上位～中堅私立大学の志望者

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途
　ご相談ください。

講師 和田圭史

授業構成 約90分×２回
（第１回は課題作成、下準備の時間を
含みます。授業内での実施については
別途ご相談ください）

添削回数 1回

対象 高2～高3生 
志望理由書・面接が課されるすべての
大学の志望者

視聴期間 90日間

参考価格 11,000円（税込）
※学校採用をご検討の場合は別途
　ご相談ください。

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙1枚

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚

小論文ベーシック講座

小論文の書き方・考え方を基本からレクチャー

分野別小論文講座

志望学部別、学科領域別の実践トレーニング

①人文科学系コース　②社会科学系コース
③看護医療系コース

志望理由書・面接
スタンダード講座

何を書き、何を伝えるか、鉄則をレクチャー

文章の書き方
入門講座

読み手に伝わる文章を書くためのポイントをレクチャー

講師◎ 和田 圭史 講師◎ 坂本 礼子

小論文・志望理由書・面接指導のプロフェッショナルが合格をサポート！

白藍塾の経営法人・株式会社はくらん代表。塾の企画運営に携わりながら、
学校推薦・総合型選抜対策の研究・情報収集を行う。累計10 万部のロン
グセラー『AO・推薦入試志望理由書で合格』（学研）、『まるまる使える入
試面接合格ナビ』（桐原書店）、樋口裕一先生との共著『大学入試 総合・
推薦入試をひとつひとつわかりやすく。』（学研）など、関連書籍を多数執筆。

白藍塾講師。あらゆる分野の小論文
指導に携わる。出張授業担当チーム
の中心を担う。大学にて一年生を対
象に「論理的な文章の書き方」の講
座も担当。

国公私立大学入学者選抜実施状況
出典：文部科学省（2020 年度）

学校推薦・総合型選抜も、受験対策が必要です
現在の大学入試で、学校推薦・総合型選抜は非常に大きな位置を占
めています。文部科学省の「国公私立大学入学者選抜実施状況」に
よると、2020 年度の大学入学者全体の 48.8％、私立大の 56.5％
が学校推薦・総合型選抜（AO・推薦入試）によるものでした。
2021 年度入試から AO入試は「総合型選抜」に、推薦入試は「学
校推薦型選抜」に入試区分が変更されています。学力検査が必須と
なった点が大きな変更点ですが、学力を測る方法として、大学入学
共通テスト以外に小論文、プレゼン、口頭試問なども例示されており、
小論文を採用する大学・学部は相当数に上ると考えられます。

学校推薦・総合型選抜による入学
（AO・推薦入試）

48.8% 一般入試
ほか

おすすめの進め方 （第3回を第1回の次に受講します）

おすすめの進め方（第3回を第1回の次に受講します）

1（第1回）小論文とは／小論文の書き方
2（第3回）添削答案の復習の仕方／課題１の解説／復習課題１
3（第2回）課題文のある小論文の書き方
4（第4回）課題２の解説／復習課題２／これからの勉強の仕方

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

1（第1回）日本語の基礎練習１／二部構成
2（第3回）日本語の基礎練習３／二部構成／課題１の解説／復習課題１
3（第2回）日本語の基礎練習２／四部構成
4（第4回）日本語の基礎練習４／四部構成／課題２の解説／復習課題 2

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

1（第1回）小論文で守るべきマナーとルール／　　　  「型」のポイント・論理構成の仕方

2（第3回）添削課題 1 の解説／復習課題 1
3（第2回）課題文がある場合の第一部の書き方

4（第4回）添削課題 2 の解説／復習課題 2

添削課題

※第1回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

添削課題

※第2回の添削が返却されて
　からの受講をお勧めします。

おすすめの進め方（第3回を第1回の次に受講します）

導入推奨時期

高２・秋～
高３・1学期

高２・秋～
高３・夏

～高１

志望校の決定

入試本番

高１～高２

白藍塾とは監修◎ 樋口 裕一
白藍塾塾長。多摩大学名誉教授。数々の小論文参考書で全国の受験生から
「小論文の神様」と呼ばれる。『読むだけ小論文』シリーズ（学研）など人気
参考書多数。一般書も多数執筆。『頭がいい人、悪い人の話し方』（PHP 新書）
は 250 万部を超える大ベストセラー。

樋口裕一が塾長を務める文章教育の「専門店」。小学生、中
学生、高校生、一般と受講対象者別に作文・小論文の通信指
導を行っている。また、小・中・高校・大学の文章教育をサポー
ト、学習参考書や教育書の出版企画も手がけている。

①人文科学系コース／②社会科学系コース／
③看護医療系コース

講師 和田 圭史

授業構成 約90分×４回 

添削回数 2回

対象 中3～高2生 

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込） ※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

（課題作成、下準備の時間を含みます。
授業内での実施については別途ご相談ください）

学校推薦・総合型選抜志望者に限らず、
文章教育の一環として幅広くお使いいただけます。

講師 和田 圭史

授業構成 約90分×４回

添削回数 2回

対象 高１～高3生 

視聴期間 90日間

参考価格 22,000円（税込） ※学校採用をご検討の場合は別途ご相談ください。

（課題作成、下準備の時間を含みます。
授業内での実施については別途ご相談ください）

学校推薦・総合型選抜志望者に限らず、
文章教育の一環として幅広くお使いいただけます。

授業構成(約90分)4回
※演習時間等含む

/添削2回

授業構成(約90分)4回
※演習時間等含む

/添削2回

各コース
授業構成(約90分)4回

※演習時間等含む

/添削2回

授業構成(約90分)2回
※第1回は演習時間等含む

/添削1回

文章の書き
方　入門講

座

2

文章の書き方　入門
講座

１

設問１

設問２

【お届けする教材セット】
・テキスト1冊
・答案原稿用紙2枚



小論文や面接といった自分の考
えを伝える能力を伸ばすために
は、正しい知識・情報を “インプッ
ト”し、それを表現する “ アウト
プット” を繰り返すことが必要で
す。学研推薦・総合型選抜ゼミは、
映像によるインプット型の学習と
ワークによるアウトプット型の学
習を組み合わせた実戦的な構成
で授業が進行、受講すれば確実
に力がつきます。

受講した講座：分野別小論文講座　社会科学系コース
入試での課題：個人面接／小論文
■入試対策で苦労したこと・不安だったこと
　私の場合、特に受験者数の少ない推薦入試であり、情
報がほとんどなかったため、どのような対策をすればよい
のか不安がありました。
■受講した講座のよかった点
　丁寧な添削をしてもらえる点。その回数も過不足なく、途中
で飽きない程度の適度な量だった。また、アイデアを出すた
めの思考方法についても新鮮で、活用できる点も多くあった。
■後輩へのメッセージ
　私のように一般入試を見据えたうえで小論文対策をする
場合、時間の空いたときに視聴できるこの講座はとても使
いやすいと思います。みなさんが合格できることを祈ってい
ます。小論文や志望理由書には、「唯一の

正解」というものがありません。だ
からこそ、添削指導が非常に効果
的。学研推薦・総合型選抜ゼミは、
多くの小論文・志望理由書の答案
を見てきた経験豊富な添削者が内
容・表現の両面から生徒の文章を
チェックします。プロだからこそ、「優
れている点」と「改善すべき点」を
的確に指導できます。

添削の流れ
生徒が解答を記入
した専用答案用紙
を回収。

答案用紙を専用郵
送キット（封筒）
に封入して発送。

３～４週間程度で
貴校へ返却（添削期
間は時期・添削枚数に
より前後します）。

学習管理画面を使って、
生徒の受講講座や進捗、
最終受講日などが閲覧
できます。受講講座や
ログイン ID で見たい情
報を絞り込むこともでき
ます。

※添削課題は郵送で提出してください。 約2週間で返送します。

映像講義

復習映像

演習課題

経験豊富なプロ講師による、わかりやすさに
徹底的にこだわった解説映像を視聴。視聴
期間内であれば何度でも見ることができ、倍
速機能でスピーディーに学ぶことも可能です。

映像で“インプット” 丁寧な添削で飽きることなく学べ、
新鮮な思考法が身についた！
一橋大学　商学部合格

1

講義の理解度を測るのに最適な課題に毎回チャレンジ！
課題は前半の「添削課題」と後半の「復習課題」に分かれています。

小論文/志望理由書を書いて“アウトプット”2

課題の手ごたえはどうだったか、その場で簡単に授業の振り返りをし
て授業終了！

復習映像で“内容整理・定着”3

◎生徒一人ひとりが自分のペースで学習を
進められます。

◎教室のＰＣはもちろん、個人所有のスマー
トフォン・タブレットでも受講可能です。

◎先生は、管理画面で一人ひとりの進捗状
況を確認していただけます。

◎学校の PC ルームなどで一斉視聴 → 復
習時は個別に映像視聴、という形態も
可能です。

① 小論文過去問添削指導
ご希望に応じ、生徒個々の志望大学の過去
問添削を承ります。

② LIVE 授業 
映像に出演している講師によるプレ講座（60
分程度）や、入試対策に関する講演会など
も承ります。

③教職員向け研修 
「書く力」「話す力」をどのように養成するか、
指導のコツをご紹介します。 

④その他の映像講座
市販参考書をテキストとした15 分×12 回の
入門講座（添削なし）もご用意しております。

講 座 導 入 例

個別受講（授業用/自学自習用） 集団受講（授業用）

インプット（映像）＆アウトプット（ワーク）で確実に力がつく

添削指導で改善点とその方法が明確になる

生徒一人ひとりの学習状況をしっかり把握

授
業
（
１
回
標
準
90
分
）の
流
れ

学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 1

学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 2

学研推薦・総合型
選抜ゼミの特長 3

で合格しました！

受講者限定の対策強化プラン

※添削指導については、答案をお取りまとめの上、
窓口までご送付ください（添削して先生宛にご返
送いたします）。

株式会社学研プラス　教育開発事業部 映像事業室 〒141-8415 東京都品川区西五反田2-11-8

株式会社学研プラス　教育開発事業部 映像事業室 

03-6431-1582 
03-6431-1757 
biz-gpzemi@gakken.co.jp

運営会社

TEL

FAX

Mail

※契約後、受講可能となるまで1週間程度のお時間をいただきます。導入時期をご考慮の上、お早めのご相談をお願いいたします。

2021.10-S ⑤

導 入 ま で の 流 れ

学研担当者までメール
やファックス、お電話
でご連絡ください。

担当者が、講座詳細、
導入の手順について
ご説明いたします。

ご契約締結後、教材
セット、受講用 ID、
パスワード等を送付
いたします。

お問い合わせ先

講座別管理画面
その講座を受講している生徒全員の受講
状況が表示されます。講義や課題などス
テップごとの受講状況、受講者の「理解
度（自己評価）」の状況が、グラフで確
認できます。

生徒の受講中全講座に関する学習進捗状況や各
講座ごとの進捗状況一覧を画面上からPDF 形式
でダウンロードすることができます。プリントアウ
トして管理するときに便利です。

生徒個人の詳しい受講状況
が表示されます。講義や課
題などステップごとに、受
講状況や最終受講日、視
聴回数、課題の提出状況
などを把握できます。

生徒別管理画面

パソコンでの受講
■Windowsを搭載した PC
　OS：Windows 8.1・10
　ブラウザ：Google Chrome 最新版
■Mac OSを搭載した PC
　OS：Mac 用 OS のバージョン10.10 以降
　ブラウザ：Safari 最新版

スマートフォン・タブレットでの受講
■ iOSを搭載したスマートフォン・タブレット
　OS：iOS 10 以降
　ブラウザ： Safari 最新版
■ Androidを搭載したスマートフォン・タブレット
　OS：Android 5.0 以降
　ブラウザ：Google Chrome 最新版

講座視聴に必要な環境

見 る

見 る

書 く

答案を回収

添削の返却

弊社へ郵送

推薦入試対策を
強化したい。

小論文・志望理由書・面接対策

高１・高２から早めの対策で

学
校
と
し
て

一
貫
し
た
指
導
体
制
で

　
　
　生
徒
を
支
援
し
ま
し
ょ
う
。

先
生
の
負
担
を
増
や
さ
ず
、

一
人
ひ
と
り
に
き
め
細
か
い

添
削
指
導
が
可
能
で
す
！

映像授業 ＋ 添削指導で万全の入試対策を!

高１・高２から早めの対策で高１・高２から早めの対策で


