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全国のライバルはすでに始めている！

ここが分かれ目

Copyright © Kawaijuku Manavis Co.,Ltd. All rights reserved.

ライバルは全国にいます！周りに惑わされないで！

周りが始めたから
始める

ではすでに遅い！
高2生の1学期以前より
上位層＝ライバルは

学習をすでに開始している



No.2東京大学・京都大学・医学科

【文理共通】
左図からもわかる通り文理問わず

英語は高2生の間に完成
させるが重要！※英作文も書ける状態
→高2生の10月から「鉄壁」を使用する。

【文系】
数学を如何に早く完成させるかが肝。
頻出である確率・整数は高難度の問題演習が
不可欠となる。
社会が記述・論述形式でかつ難度が高いため、
高3生は論述対策が軸になる。

【理系】

数理は全範囲の学習を高2生の間に終了させ、

高3生では問題集や過去問を使用して

ひたすら演習を積んでいく。

現象の理解と公式との結びつけが不可欠。

総合 英 数 国

文一 70.3 72.6 67.6 70.5

文二 70.0 72.1 68.4 69.5

理一 70.3 72.2 70.6 68.1

理三 73.3 75.6 73.6 70.9

教育 教育科学 68.4 70.1 65.8 69.2

経済 経済経営 67.9 70.1 67.0 66.5

工 情報 70.2 70.5 70.1 67.4

農 応用生命 69.3 70.7 68.5 68.7

医 医 73.0 75.1 71.4 72.6

京都

大学名 学部名 学科名
高２模試平均偏差値

東京

＜高２生時の全統模試合格者平均偏差値＞

高2生の1月の共通テストチャレンジで、
英数国で80%が目標！



No.3

高2生の1月の共通テストチャレンジで、
英数国で70%が目標！

名古屋大学・旧帝国大学・薬学科

総合 英 数 国

文 人文 62.0 62.3 59.1 64.5

法 法律 60.8 62.4 58.1 61.9

経済 60.5 61.2 60.0 60.4

理 62.3 62.4 64.0 60.5

工 機械 64.9 65.5 67.6 61.7

農
資源
生物 63.1 66.4 62.2 60.8

情報
自然
情報 61.7 60.6 60.9 59.4

名古屋市立
薬 薬 65.9 66.0 68.5 63.2

岐阜薬科
薬 薬 62.9 62.2 65.5 60.9

大学名 学部名 学科名
高２模試平均偏差値

名古屋

＜高２生時の全統模試合格者平均偏差値＞ 名古屋大学や旧帝国大学は
地方国公立大学に比べ

2次試験の科目負担が大きく
なります。
例）文系：英国社＋数学

理系：英数理2科目（＋現代文）

そのため、如何に早いタイミングで

英語・数学を完成＝共通で80％
させられるかが重要になります！

また、高校の進捗によっては

理社が高3の10月まで全範囲が終了しない
なんてことも起こりえます。
各科目の学習開始時期を誤らないことが
非常に大切になります。



No.4

今から始めるか、3ヶ月後に始めるかで
1つ上のレベルに間に合うか否かが決まる！

合格大学レベル別の得点推移

およそ3ヶ月分得点に差がある
⇒あと3ヶ月早く学習を始めていれば
1つ上のレベルに合格できた可能性有

成績の推移は
志望大学のレベルが
変わってもほぼ同じ！



No.5

～英語～
・英単語を週3回以上、100単語ずつ確認しよう！
高校2年生のうちに、
ターゲット1900：1～1900 LEAP：1～1935 シス単： 1～2027

で、全範囲からランダムに出題されても95%解答できるようにするのが目標！

・英文法はマナビスの講座を
L2(偏差値52.5相当)→L34(偏差値60相当)
と進めていき、復習も同時に進めよう！

・読解は単語＋文法の複合問題になるので、
単語＋文法の勉強時間を確保しよう！

高2生の9月までにやるべきこと

学
力
の
伸
び

▲
高２

11月模試

▲
高２

２月模試

▲
高３

５月模試

▲
高３

８月模試

偏差値
72.1

偏差値
53.2

偏差値
60.1

偏差値
63.7

英語を如何に
早く仕上げるかが
合格の肝になる！

実際のマナビス生の
英語の偏差値推移

次のページに
先輩の学習ペースを掲載！



No.6

【 高1生 】 【 高2生 】
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

マナビスでは、生徒個々の志望校に合わせて
「いつまでに」「何を」「どのペースで」「どうやって」

やるべきなのかを伝えています！

例）英語の学習ペース

読解L4読解L3文法L34文法・読解L2

合格から逆算した学習計画

受講

復習

高３になる前に文法を終了させることで
高3では読解に集中できる！

単語 2冊目の単語帳へ！週に300単語以上を年度末まで継続！

英単語は独りでやり続けるのは難しい、、。
この校舎では、週3程度でテストを実施して、
覚えられているかをチェックしています！

吹奏楽部でありながら、
週4日以上マナビスに来校！

読解系の問題集文法L34
L2の復習を2月模試までに、

L34の復習を5月模試までに終了させることで
模試で高得点を狙うことが可能に！

文法L2

効率的な復習方法を
知りたい人は校舎まで!



No.7国公立大学ごとの目標点数

高2生の1月の共通テストチャレンジで、
英数国で80%が目標！

東大・京大・医学科

名古屋・旧帝大・薬学科

名古屋工業・名古屋市立

高2生の1月の共通テストチャレンジで、
英数国で70%が目標！

高2生の1月の共通テストチャレンジで、
英数国で60%が目標！


