
 

【AO義塾 冬期講習のご案内】 
高2からのAO対策~周りに差をつける冬の2日間！ 

 

1.  通常授業と冬期講習授業の違い 

冬期講習期間は、通常期間には通常開講されない実践型の授業や、冬期からAO対策を始め

るみなさんの駆け出しを十分サポートするための授業が開講されます。また、AO義塾が指

定する、「特定の期間の、特定の種類の授業」を取り放題とする、特別パック（割引コー

ス）が提供されます。 

2. 冬期講習に開講される講座 

*詳しい講座内容については別紙「講座概要」を参照してください。 



3. 授業の取り方のご案内 

⑴　1コマずつ履修する（塾生・外部生向共通） 

講習中の全ての授業を履修した場合...8コマ×15,000円=120,000円（税抜）となります。 

⑵　冬期パック（特別塾生価格）  

通常120,000円（税抜）のところ、【特別塾生価格として109,400円（税抜）】に。 

➔ 【10,600円（税抜）】お得！　8,9日の2日間合計8コマが受け放題となります。 

 

早期入塾者を応援！さらにお得なプラン（塾生向け） 

⑶　冬期パック（月極優待価格）  

通常期間での「月極8コマパック」を申込むと、【月極優待価格 82,050円（税抜）】に 

➔ 通常よりもさらに【37,950円（税抜）】お得に！8,9日の2日間合計8コマが受け放題

となります。 

➔ 月極コマパックについては入塾書類を参照してください。月極パックのコマ数は、

翌月まで繰越できるため、無駄はありません。 

 

今から始めて周りと差をつけたい！そんなあなたへ特典！（入塾検討者向け） 

今なら入塾金半額！ 

この機会冬期講習の申し込みと同時に入塾いただいた場合、冬期パックの割引に加え、【入

塾金（税抜30,000円）が半額】に！ 

【冬期講習の申し込み】と同時に【入塾】頂き、【月極8コマパック】の申し込み申請をし

た場合、外部生として冬期講習全授業を履修（120,000円）した後に入塾（30,000円）いた

だく方より、52,950円お得になります。 

 

 



6. 申込方法 
1. パック料金はあらかじめ下記口座までお振り込みください。 

みずほ銀行(普通預金)　Edventure株式会社 

口座番号：2088824　支店：新宿南口支店（支店番号：069） 

名義を生徒の名前に変更してのお振込をお願いしたします。 

2. 本ご案内の最後のページにございま【申込書】に必要事項を記入の上、ご郵送・ま

たは授業の際にお持ちください。 

3. 申込の締め切りは、原則としてパックお申し込み期間の初回の授業日までと致しま

す。 

7. 注意事項 
上記に記載されている以外の授業は、取り放題の対象外となります（例：当該期間における

Skypeによる個別指導）。対象期間中に取り放題とならない授業を履修した際には、平常授

業と合算して請求させていただきます。 

8. お支払い・平常授業料の計算について 

【A. パックを申込される場合】 

パック料金とは別に、平常授業料を計算させて頂きます。このとき、パック申込者は、パッ

クの対象期間中に履修されたコマが、平常授業料のコマ数計算から除外されて計算されま

す。 

例）講習期間に【冬期パック（特別塾生価格）】に申込み、通常期間は【月極パック】に申

し込んでいない場合... 

1月分授業料は0コマで計算され、 

在籍基本料10,000円＋パック料金109,400円　(税抜)　となります。 



例）講習期間に【冬期パック（特別塾生価格】に申込み、通常期間に【月極6コマパック】

に申し込んでいる場合... 

1月分授業料は 

月極6コマパック49,800円＋パック料金109,400円　(表示は税抜) 

となります。 

 

【B.パックを申込しない場合】 

1/1〜1/31で開講されるすべての授業コマにおいて、お取りいただいたコマ数に応じて、1月

分授業料（1コマ15,000円）が後払いで発生する形となります。（通常期間の月極パックに

申し込んでいる場合も、月極パック対象外となります。） 

 

9. 地方からお越しの方へ 
　宿泊所は各自でご用意いただければ幸いです。万が一、準備が難しい場合は、AO義塾事

務（jimu@aogijuku.com）まで、ご相談ください。 

10. 授業予約方法 
特別パックを履修される方：添付用紙への記入・指定フォームへの入力 

コマ別に履修される方：指定フォームへの入力 

 

その他ご質問等ございましたら、AO義塾事務（jimu@aogijuku.com / 03-6300-0506)まで御  

連絡下さいませ。 

 

 

 

 

 

mailto:jimu@aogijuku.com


AO義塾 保護者様 各位  

冬期講習取り放題パック  

料金・期間 

【冬期パック（特別塾生価格）】 109,400円(税抜)　お振込額：118152円（税込） 

【冬期パック（月極優待価格 ）】  82,050円(税抜)　お振込額：88,614円（税込） 

 

申込方法 

1. パック料金はあらかじめ下記口座までお振り込みください。  

みずほ銀行(普通預金)　Edventure株式会社 　 

口座番号：2088824　支店：新宿南口支店（支店番号：069）  

名義を生徒の名前に変更してのお振込をお願いしたします。  

　＊上記以外の振込名義でのお振込の場合、確認に日数を頂くほか、ご入金確認の際に、入れ違いのご

連絡をが行われる場合がございます。銀行振込において10万円を超える場合、銀行ATMでの現金の振

込はできず、窓口での受付では本人確認を求められますのでご注意くださいませ。（預貯金口座を通じ

た振込は可能です）  

2. 以下、申込書に必要事項を記入の上、ご郵送・または授業の際にお持ちください。  

 

-----------------------------------------------------------（キリトリ）---------------------------------------------------------- 

冬期講習取り放題パック申込書・誓約書 

冬期講習取り放題パック 

代々木キャンプ冬期パッ

ク（特別塾生価格） 

 
[　　] 横浜キャンプ冬期パック

（特別塾生価格） 

 
[　　] 

代々木キャンプ冬期パッ

ク（月極優待価格 ） 

 
[　　] 横浜キャンプ冬期パック

（月極優待価格 ） 

 
[　　] 

 

ご希望のパックに✔ を入れてください。 

本対策講座および本パックに関しての注意事項等を案内文で確認し、パック料金を事前に振込みましたため、上

記の取り放題パックを受講致します。 

　年　月　日　生徒署名　 __________________ 　保護者署名 ＿＿＿＿＿＿＿＿　 印 

 



AO義塾 保護者様 各位  

冬期講習 コマ別お申し込み  

料金・期間 

【15,000円 （税抜）× 履修したコマ数】お振込金額：16,200円 （税込）× 履修したコマ数 

申込方法 

1. 履修予定のコマ数に応じた金額はあらかじめ下記口座までお振り込みください。  

みずほ銀行(普通預金)　Edventure株式会社 　 

口座番号：2088824　支店：新宿南口支店（支店番号：069）  

名義を生徒の名前に変更してのお振込をお願いしたします。  

　＊上記以外の振込名義でのお振込の場合、確認に日数を頂くほか、ご入金確認の際に、入れ違いのご

連絡をが行われる場合がございます。銀行振込において10万円を超える場合、銀行ATMでの現金の振

込はできず、窓口での受付では本人確認を求められますのでご注意くださいませ。（預貯金口座を通じ

た振込は可能です）  

2. 以下、申込書に必要事項を記入の上、ご郵送・または授業の際にお持ちください。  

 

-----------------------------------------------------------（キリトリ）---------------------------------------------------------- 

冬期講習取り放題パック申込書・誓約書 

冬期講習取り放題パック 

代々木キャンプ 1月8日（日） 横浜キャンプ 1月8日（日） 

10:00~12:00 AO入試概要説明会 
[　　] 

10:00~12:00 自己分析講座 
[　　] 

 

13:00~15:00 自己探求講座 
[　　] 

 13:00~15:00 WS「21世紀の理想の教育」 
[　　] 

 

16:00~18:00 大学探求講座 
[　　] 

 16:00~18:00 講義「大学と社会」 
[　　] 

 

19:00~21:00 キャリアデザイン講座 
[　　] 

 19:00~21:00 WS「自分の大学探求」 
[　　] 

 

代々木キャンプ 1月9日（月・祝）- 大教室 横浜キャンプ 1月9日（月・祝） 

9:00~18:00 あおぎ模擬国連⑴~⑶ 
[　　] 

 10:00~12:00 WS 「AO入試に必要な3つの要

素」 

[　　] 
 



19:00~21:00添付資料講座 
[　　] 

 13:00~15:00 PBL  「身近に感じる問題意識」 
[　　] 

 

代々木キャンプ 1月9日（月・祝）- 小教室 16:00~18:00 PBL「How to make action」 
[　　] 

 

9:00~18:00あおぎものづくりワークショップ

⑴~⑶ 

[　　] 
 19:00-21:00デザイン講座（出願までのスケ

ジューリング） 

[　　] 
 

19:00~21:00添付資料講座 
 

[　　] 
 

 
 
 

 

連続性のあるあおぎ模擬国連⑴~⑶とあおぎものづくりワークショップ⑴~⑶に限り、一つの✔ で3コマの履修と

なります。 

ご希望の授業に✔ を入れてください。 

合計： _____ コマ × _____ 円 

 

コマ数表 税抜金額 税込金額 

1コマ 15,000円 16,200円 

2コマ 30,000円 32,400円 

3コマ 45,000円 48,600円 

4コマ 60,000円 64,800円 

5コマ 75,000円 81,000円 

6コマ 90,000円 97,200円 

7コマ 105,000円 113,400円 

8コマ 120,000円 129,600円 

 

本対策講座および料金に関しての注意事項等を案内文で確認し、料金を事前に振込みましたため、上記の冬期受

講致します。 

　年　月　日　生徒署名　 __________________ 　保護者署名 ＿＿＿＿＿＿＿＿　 印 

 

 

 

 



別紙 

2017年冬期講習講座概要 

 

代々木キャンプ 1月8日（日） 

10:00~12:00 AO入試概要説明会 

AO入試とは一体どういった入試なのか。どんな能力や資格が必要なのか。どんな人物像が

大学に求められているのか。AO入試を受験するにあたって抑えておきたいポイントを説明

します。もちろん慶應SFC・法学部だけでなく、他大学のAO入試についても触れます。 

13:00~15:00 自己探求講座 

16:00~18:00 大学探求講座 

19:00~21:00 キャリアデザイン講座 

「彼を知り己を知れば百戦危うからず」 

という言葉にもあるように、AO入試を受けるにあたって自分自身を知ること、そして大学

のことを知ることは非常に重要です。また自分自身のことを書類等で大学にうまく伝えるこ

とも重要です。上記の3つの授業でそうした探求を深めていきます。 

 

代々木キャンプ 1月9日（月・祝）- 大教室 

9:00~18:00 あおぎ模擬国連 

⑴ 9:00~11:30、⑵ 12:30~15:00、⑶ 15:30~ 18:00　 

（連続性のある講座のため、原則的に全てのコマの履修をお願いしております。）模擬国連

とは、一人一国の大使を任され、特定の議題について実際の国連における会議と同じように

議論、交渉し、決議を採択することを目的とし、国際問題への理解や交渉権の深化を図る活

動のことです。模擬国連で培われる国際問題への理解や議論の能力といったものは法学部系

の２次試験（グループディスカションなど）に必要となってきます。この授業では模擬国連

を実際に体験し、国際的な観点や対話といったものの雰囲気を掴んでもらえればと思いま

す。 



19:00~21:00添付資料講座 

AO入試において、自分が経験してきたことや活動を書類として提出できる学校も数多くあ

ります。また、面接などがある入試では自分の経験をエピソードとして魅力的に話せること

も非常に重要です。そこで本講座では上記の体験をその日のうちに資料としてまとめること

で、今後の資料作成の第一歩を踏み出すとともに、自分は何を得て、どんなことを学べたの

かを言語化する作業をおこなっていきます。 

 

代々木キャンプ 1月9日（月・祝）- 小教室 

9:00~18:00あおぎものづくりワークショップ 

⑴ 9:00~11:30、⑵ 12:30~15:00、⑶ 15:30~ 18:00 

（連続性のある講座のため、原則的に全てのコマの履修をお願いしております。）こちらの

講座では、1日で作品を形にする！をコンセプトにものづくりの体験をして頂けます。慶應

SFCなど含め、実際に手を動かし、形にした経験はアピールの1つとなります。ただアイデ

アを考えるだけならば、誰にでもできますが、それを形にする経験がある人のアイデアには

説得力が生まれます。理系学部を志す人、世の中をものづくり、デザイン、建築などのアプ

ローチで良くしていきたいと思う人、手を動かして作品を作るのが面白そう！と感じた人は

是非殻を破って、興味を行動に移すきっかけに活用してください。何の知識もない人でも大

丈夫なようにプログラムをご用意させていただきます。 

19:00~21:00添付資料講座 

大教室の「添付資料講座」と同じ内容です。AO入試において、自分が経験してきたことや

活動を書類として提出できる学校も数多くあります。また、面接などがある入試では自分の

経験をエピソードとして魅力的に話せることも非常に重要です。そこで本講座では上記の体

験をその日のうちに資料としてまとめることで、今後の資料作成の第一歩を踏み出すととも

に、自分は何を得て、どんなことを学べたのかを言語化する作業をおこなっていきます。 

 

 

横浜キャンプ 1月8日（日） 

 



10:00~12:00 自己分析講座 

2次試験で面接やプレゼンがある大学・学部はもちろん、活動報告などの資料等、AO・推薦

入試において「自分の強みは何か」ということを把握・アピールできるようにすることは何

より大事な要素となります。早期のタイミングから対策を行うことで「自分の強みをアピー

ルする」能力を身に付けましょう。様々な観点から自分を分析することで、自分自身を最大

限アピールできるようになることがこの講座の目的です。 

 
13:00~15:00 ワークショップ「21世紀の理想の教育」 

グループに分かれて「21世紀の理想の教育」についてディスカッションを行い、最終的に

プレゼンテーションを行います。偏差値が高くネームブランドのある大学に行くことが”目

的化”されている現代の大学入試制度や高校教育を見直し、そもそもなんのために大学に行

くのか、これからの社会に求められる理想の教育はどのようなものかを考え、アウトプット

することで、AO入試を通して大学に入学することの意味を理解することがこの講座の目的

です。 

 

16:00~18:00 講義「大学と社会」 

AO入試を受験する際、「なぜ大学に行くのか」・「どのような大学生活を送りたいのか」

を考えることは、合格を掴み取る上で欠かせません。また、大学が果たす社会での役割や

AO入試が導入された経緯を把握し、大学に行く意義・なぜAO入試を受けるのかを熟考する

ことがこの講座の目的です。 

 
19:00~21:00 ワークショップ 「自分の大学探求」 

この講座では、大学・学部の理念や研究会・ゼミの内容などを徹底的に研究します。AO入

試に出願する上でそれぞれの大学・学部が何を強みとしているのか、自分の志を達成する上

でどのような学びを得ることができるかを理解するのは「入り口」となる非常に重要なス

テップです。自分の志望する大学・学部が大切にしていることを分析した上で、自分がどの

ような大学生活を送りたいのか熟考することが、この講座の目的です。 

 

 

横浜キャンプ 1月9日（月・祝） 

 



10:00~12:00 ワークショップ 「AO入試に必要な3つの要素」 

自分の将来の志（WANT）、自分が成し遂げられること（CAN）、大学の理念・学びの方

向性（FIT）の3要素を正確に把握できれば、他の受験生と大きく差をつけることができま

す。前日の授業内容を踏まえた上で、それらを再考し、整理することがこの講座の目的で

す。 

 

 
13:00~15:00 PBLワークショップ  「身近に感じる問題意識」 

PCCP（プロジェクトの軸）に基づき、自分が最近身近に感じる問題意識をもとに、なぜそ

の問題が起きていて、どうしたら解決することができるのか具体的な解決方法までを模索

し、プレゼンすることによって「問題発見・問題解決」を実践するワークショップ講座で

す。 

 
16:00~18:00 PBL講座「How to make action」 

PBLワークショップでのプレゼンテーション後に、それがプロジェクトとして稼働するよう

サポートをしていきます。また、塾生同士のコラボレーションやジョインが生まれることも

狙いとしています。AO入試において「行動力」や「経験値」はとても重要な評価基準とな

ります。机上の空論ではなく、どうしたらプロジェクトが成功するか企画書作成から、イン

タビュー方法、イベント開催方法などといった具体的な作戦を一緒に考えていき、アクショ

ンを起こすサポートをしています。 
 

19:00-21:00 出願までのスケジューリング（デザイン講座） 

出願までにやらなくてはいけないことを洗い出し、何月までに何をしなくてはならないかの

大まかなスケジューリングを行います。その後、任意提出資料や自由記述などの作成方法や

パワーポイントの使い方などをレクチャーし、１枚自分で何かをレイアウトする実践をして

もらいます。デザインを用いて自分を魅せるスキルを培ってもらうことが本講座の目的で

す。 


