大手予備校を超える小さな予備校！

Filio

2021-2022

冬期・直前講習

受験生にフィリオが選ばれている理由
理由❶

英語に強い！

●毎回の授業をＤＶＤ録画しているので、何度でも復習可能。
●詳しく分かりやすい解説プリントを毎回配布。

理由❷

一人一人の受験生に合わせた指導！

●超一流講師が一人一人の質問に対応。
●少人数で基礎から丁寧な授業

理由❸

抜群の合格実績！

過去28年の合格実績
●関関同立

合格率

82.2%

●産近甲龍

合格率

95.5%

＊講習生や国立志望者の数はカウントしていません

大学受験予備校 Filio（フィリオ）
〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3-1-7 モンビル2F/3F
（ＴＥＬ）06-4305-6375 (FAX) 06-4305-6376
地下鉄「谷町線 谷町九丁目駅」より徒歩3分、近鉄「上本町駅」より徒歩3分

2021－2022年 フィリオ 冬期講習 講座紹介
冬期講習の目的は、今までで習ったことの「総まとめ」を行い、入試に対応できる力を定着させることにあります。
第一志望合格を目指して日々努力を続けている皆さんにとって、まさにこの冬休みは「最終的な追い込みの時期」!!
効率のよい勉強をしていくために、「冬期講習」をペースメーカーとして最大限活用して下さい！

担当

料金

日程

時間
休憩含む

英文法総まとめ 9コマ

島村

¥49,500

1/4～6

15：00-18：30

関関同立・産近甲龍・京都外大などで頻出する英文
法・語法をテスト形式で徹底演習します。

英作文総まとめ 9コマ

島村

¥49,500

12/21～23

15：00-18：30

早慶・同志社・関学は「英作文」の出来が合否を分け
るとも言えます。島村先生の本格的な英作文講座

関学・同志社英語 6コマ

島村

¥33,000

12/28～30

13：45-16：00

多種多様な形式の関学と、ハイレベルな記述力が要
求される同志社の解法をお教えします。

立命英語 6コマ

島村

¥33,000

12/28～30

16：15-18：30

毎年立命館大で対策講座を担当している島村先生
が大問アプローチを丁寧に説明します。

関大英語 6コマ

島村

¥33,000

12/28～30

18：45-21：00

毎年関西大で対策講座を担当している島村先生が
大問アプローチを丁寧に説明します。

龍谷英語 4コマ

島村

¥22,000

1/8、9

13：45-16：00

龍谷大の英語講座です。読解のテクニック、設問へ
のアプローチを指導します。

京産英語 4コマ

島村

¥22,000

1/8、9

18：45-21：00

京都産業大の英語講座です。読解のテクニック、設
問へのアプローチを指導します。

追手門大英語 4コマ

島村

¥22,000

1/8、9

16：15-18：30

追手門学院大の英語対策講座です。読解のテクニッ
ク、設問へのアプローチを指導します。

京都外大英語 4コマ

島村

¥22,000

12/21、22

18：45-21：00

京都外国語大の英語対策講座です。読解のテクニッ
ク、設問へのアプローチを指導します。

立命国語＜現代文・古文＞
４コマ

小中

¥22,000

12/19、26

16：15-18：30

立命館大で出題される文章読解の技術、設問パター
ン別対策をします。

関大国語＜現代文・古文＞
４コマ

小中

¥22,000

12/19、26

18：45-21：00

関西大で出題される文章読解の方法論や選択肢の
テクニックをお教えします。

総合日本史 6コマ

吉岡

¥33,000

1/7～9

10：30-12：30

難関大になるほど、戦後史の出題が見られるので、
現代史のポイントをお教えします。

日本文化史 6コマ

吉岡

¥33,000

1/4～6

10：30-12：30

桃山文化以降の文化史。各大学で比重の高い文化
史をやらずして、受験日本史は完成しません！

総合政経 8コマ

中村

¥44,000

12/17・18
・24・25

13：45-16：00

受験生が苦手とする分野を中心に、応用問題など、
入試前の最終確認を行います。

高２英文法総まとめ 6コマ

島村

¥3,300

冬期講習

講座名

講座紹介

12/14、15、
英文法・語法の基本原理から始めて、入試問題の解
18：45-21：00
法へとつなげる講座です。※設備・教材費不要
17

I've learned never to say “never”.
“絶対にできない” と決して言ってはならないということを学んだ

■直前講習：予想問題演習講座＊今年度の入試問題を予想する問題演習講座
フィリオの講師陣が、本番（入試問題）と同じ形式で問題を作成するズバリ予想問題演習講座！ 関関同立・京産・龍谷・追手門・
京都外大の問題を知り尽くしたフィリオ講師陣が頻出ポイントを絞り込んでくれるので、毎年、的中の問題も多いんです(^^)。

直前：予想問題演習

時間

担当

通常料金

日程

講座紹介

関学英語 予想問題 4コマ

島村

¥22,000

1/11、18

13：45-16：00

関大英語 予想問題 4コマ

島村

¥22,000

1/11、18

18：45-21：00 が、豊富なデータをもとに 関西大学入試問題を完全予

休憩含む

中文読解・空所補充を中心にズバリ的中を何度も出して
いる英作文・和訳の予想問題演習
長年、関西大で英語対策講座を担当してきた島村先生
想！

同志社英語 予想問題 4コマ

島村

¥22,000

1/12、19

16：15-18：30

パラフレーズ・内容一致予想問題に加えて、ズバリ的中
を何度も出している英作文・和訳の予想問題演習

立命英語 予想問題 4コマ

島村

¥22,000

1/12、19

18：45-21：00

立命館大の入試問題を知り尽くした島村先生が、今年
の立命館大学入試問題を完全予想！

近大英語 予想問題 4コマ

島村

¥22,000

1/12、19

13：45-16：00

近畿大の特徴的な問題を完全予想問題で作成！最後
のチェックを行います。

京産英語 予想問題 4コマ

島村

¥22,000

1/14、21

16：15-18：30

京産大の特徴的な問題を完全予想問題で作成！最後
のチェックを行います。

龍谷英語 予想問題 4コマ

島村

¥22,000

1/14、21

18：45-21：00

龍谷大の特徴的な問題を完全予想問題で作成！最後
のチェックを行います。

島村

¥22,000

1/13、20

13：45-16：00

追手門学院大の特徴的な問題を完全予想問題で作
成！最後のチェックを行います。

島村

¥22,000

1/14、21

13：45-16：00

京都外大の特徴的な問題を完全予想問題で作成！最
後のチェックを行います。

島村

¥22,000

1/3、7

16：15-18：30

立命・近大・外大・追手門学院の語彙・正誤問題を得点
源にするための講座です。

島村

¥22,000

1/3、7

18：45-21：00

関学・龍谷・近大・追手門大の語句整序問題を得点源に
するための講座です。

島村

¥22,000

1/4、5

18：45-21：00

マスターすべき会話定型表現や関関同立で出題される
長文会話形式を解くためのポイントを最終確認！

島村

¥22,000

1/11、18

16：15-18：30

関大合格の絶対ポイントである文整序で、満点を取るた
めのトレーニングを行います！

島村

¥22,000

1/3、7

13：45-16：00

文構造をしっかり捉え、関学・同志社・関東難関大の入
試で狙われそうな英作文の表現をマスターする講座！

関大古文 予想問題 4コマ

小中

¥22,000

1/13、20

16：15-18：30 関大の傾向を踏まえた小中先生の古文予想問題演習。

立命古文 予想問題 4コマ

小中

¥22,000

1/13、20

18：45-21：00 立命の傾向を踏まえた小中先生の古文予想問題演習。

吉岡

¥22,000

1/22、23

17：30-19：45

吉岡先生が関学・関大の入試問題を完全予想する人気
講座。難問も「余裕」で解答できるように仕上げます！

吉岡

¥22,000

1/22、23

13：45-16：00

吉岡先生が同志社・立命の入試問題を完全予想する人
気講座。難問も「余裕」で解答できるように仕上げます！

関大政経 予想問題 4コマ

中村

¥22,000

1/13、20

13：45-16：00

中村先生が、関大の入試問題を予想し、分かりやすく丁
寧に解説します。

立命政経 予想問題 4コマ

中村

¥22,000

1/22、23

13：45-16：00

中村先生が、立命の入試問題を予想し、分かりやすく丁
寧に解説します。

島村

¥0

1/22、23

17：30-19：45 志望校の問題にチャレンジしてみよう！！※設備・教材

追手門大英語 予想問題
4コマ

京都外大英語 予想問題 4コマ
正誤・語彙ファイナルチェック
4コマ

語句整序ファイナルチェック
4コマ

会話ファイナルチェック 4コマ
文整序ファイナルチェック
4コマ

英作文ファイナルチェック
4コマ

関学・関大日本史 予想問題
4コマ

同志社・立命日本史 予想問題
4コマ

高２関関同立英語チャレンジ
4コマ

実際の関関同立の入試問題を使った長文読解の講座。
費不要

☆☆ 冬期・直前講習 受講生の声 ☆☆

英語は語彙力が重要！英語でどれだけ点を採るかで、合否が分かれる
と思います。特に同志社志望なら、記述の配点が大きいので、英作文の
添削をしてくれる先生がいるというのは、かなり大きいと思いました。
Yさん 同志社大学（社会学部）合格

模試の結果などから、学校では志望校に届かないかもと言われていたが、
島村先生に「まだ間に合う」と言ってもらえたので、志望校を変えなかった。
フィリオの冬期講習で受けた対策講座で、英語の苦手意識をなくせた
のが大きいと思う。
Tくん 関西学院大学（生命環境学部）合格

フィリオで学ぶ長文の解き方は、馴染みのないやり方でしたが、
だんだん分かってくると、長文を解くのが楽しくなりました。
楽しめるようになって、英語への興味・学習意欲が高まりました。
Sさん 関西大学（政策学部）合格

僕は日本史が苦手でしたが、フィリオの冬期講習でもらった教材と
似た問題がいくつか、当日の入試で出たので、簡単に解くことができ
ました。吉岡先生ありがとうございました。
Kくん 立命館大学（経営学部）合格

大学受験予備校Ｆｉｌｉｏ 2021-2022 冬期・直前講習申込書
ふりがな

電話番号

氏名

住所
〒

学年 〇を付けてください。↓

学校名

1年 ・ 2年 ・ 3年 ・ 卒

高校

入学金

設備費（ 教材費） *参照

０円

¥5,500

＊設備（教材費）について
…フィリオでは、、”復習としてもう一度見たい時”、”授業を欠席してしまった時”のために、授業内容を全てＤＶＤで録
画しております。そのため受講生の皆様に、設備費として5,500円を頂戴しております。受講されている講座のＤＶＤ
は、自習室にて何度でもご視聴頂けますので、是非ご利用ください。
（設備・教材費は最初のお申し込みの際に頂戴致します。講座を追加されても新たに設備費はかかりません）

↓お申し込み講座名を記載してください。
申込み講座①
申込み講座②
申込み講座③
申込み講座④
申込み講座⑤
申込み講座⑥
申込み講座⑦
申込み講座⑧

●申し込み方法は以下の2通りございます。
①☎申込み…フィリオ上本町校 06-4305-6375に電話をして上記申込書の記入内容をお伝えください。
②ＦＡＸ申込み…記入済みの「申込書」を 06-4305-6376にＦＡＸ送信後、確認のため06-4305-6375に☎をしてください。
＊お申し込み後、１週間ほどで請求書等を送付させて頂きます。
＊キャンセル期間はお申し込みより１週間以内となっており、それ以降はキャンセル料（1講座5,500円）が発生しますので
ご了承ください。
＊お申し込み時に施設使用料として5,500円を頂戴します。（設備費は初回のみ頂戴します、追加時には発生しません）

