
 2016年度　1学期講習　一覧表
対象 No. 講座名 教科 曜日 教材 申込方法 備考

201 数学基礎講習 数学 火 プリント 指名講習 別途プリントを配付します

202 アドバンストトレーニング① 数学 火 アドバンスト
Z会模試問題集のアドバンストを用いて中学数
学総復習

203 アドバンストトレーニング② 数学 木 アドバンスト
同内容の講座です。双方ともテキスト代300円
が必要です

204 超基礎英語トレーニング 英語 金 教科書、プリント 英語の基礎固めをしたい生徒対象

301 古典文法超基礎講座～助動詞を中心に～ 国語 金 『完全マスター古典文法』、プリント使用

302 数学A基礎講習 数学 水 プリント 指名講習 授業内容のフォロー

303 整数入門 Part1 数学 木 プリント
本年度,数学Bで扱う整数に関する講座です。詳
細は別紙

304 基礎講座（指名講習） 英語 火 プリント等 指名講習

305 洋書に親しむ 英語 火
テキスト各自購入

及びプリント
詳細は教室掲示

401 古典文法・助動詞の基礎 国語 火
文法書+プリント使用。申込多数の場合は抽選
をします。

402 数I問題演習 数学 火 プリント
いろいろな式,式と証明,図形と方程式を中心に
扱います．すべて出席できる人対象．

403 数学ⅠＡ基礎問題演習 数学 木 プリント 認印必要
やる気はあるけど数学が苦手な人向け。詳細
は教室掲示

404 数A問題演習 数学 金 プリント
三角比,三角関数を中心に扱います．すべて出
席できる人対象．

405 スカイプ英会話 英語 火
iPadをこちらで用意。
イヤホンは各自用意。

外国人とスカイプを使っての英会話の練習。料金は6回の講習で1万円
程度。開始は5/10。詳細は教室掲示。定員は30名。

501 合戦・仇討・暗殺(古典発展) 国語 木 「jananese classis」とプリント使用。

502 高2日本史論述問題演習 社会 金
授業時の教材一式を

持参のこと
東大・京大・一橋大・早慶の過去問を中心に

503 数式演習（文理共通） 数学 火 プリント
数と式，集合と論理，複素数と方程式，式と
証明

504 数Ⅲ微積分　演習 数学 金 プリント 標準レベル

505 高２理系物理演習(中上級) 理科 火 プリント 授業よりも少し高度な演習問題を扱います。

601 センター古典～選びに選ぶ～ 国語 火 プリント使用。

602 国立古典～東大を中心に～ 国語 火 プリント使用。

603 世界史／京都・早稲田・慶應入試問題演習 社会 月 授業教材一式 過去問の演習・解説を中心に実施します。

604 政経センター演習 社会 月 2年で政経履修済みの文系生を主対象

605 東大日本史論述問題演習 社会 火
授業時の教材一式を

持参のこと
古代史、中世史の過去問・オリジナル問題を
中心に

606 東大世界史論述問題演習 社会 火 図説 東大の過去問演習を中心に

607 倫理センター演習 社会 火 2年で倫理履修済みの理系生を主対象

608 一橋大学日本史論述問題演習 社会 木 図説・史料集 一橋大学の過去問演習

609 高3有名私大・国立・日本史入試問題演習 社会 金
日本史図表・

史料集
早慶・明治・京都などの日本史入試問題演習
1回1校

610 世界史論述問題演習 社会 金 図説 京大・一橋大・筑波大などの過去問を中心に

611 地理センター演習 社会 金 授業教材一式 文理共通。過去問の演習、解説を中心に。

612 理系数学(発展) 数学 月 練磨 (数Ⅲ) 内容は別紙にて案内します

613 （文理共通）実力アップ数学 数学 金 プリント ベクトル・数列中心　詳細は別紙参照

614 数学ⅠＡ入試基礎問題演習 数学 金 プリント
二次関数、三角比・三角関数、場合の数と確
率　詳細は別紙参照

615 高３理系生物 理科 月

616 物理入試問題演習α 理科 月 プリント 難問を出題する難関大学を志望する生徒向け

617 物理入試問題演習β 理科 月 プリント
標準的な問題を出題する大学を志望する生徒
向け

618 虎の化学 理科 火 春期講習のテキストを
使用

春期受けてない人も歓迎！頑張ろう！

619 戦えるレベルの和文英訳答案（標準） 英語 月 WTP及びプリント 概略を６－１前に掲示する

620 高3医学部小論文・面接講座 融合 木 プリント使用 医師・患者関係論を中心に

2,3 801 英語特別講座 英語 金 プリント等 認印必要 詳細は教室掲示

2～6 802 日本列島史を学びなおす～地球科学と歴史学の交わりから考える 融合 火 プリント等 認印必要 詳細は教室掲示、15名を予定

5,6 803 地理 日本地誌講義 社会 木
授業教材一式+
購入テキスト

文理共通。テキストを購入してもらいます。

★ただし、申込期間中は変更・キャンセルが可能です。

※WEB申込期間は 4月13日(水)～4月17日(日)23時59分59秒。
※WEB申込ページは、学校HPの「在校生・保護者向け情報」からもアクセスできます。

申込の際、注意していただきたいこと
★申込はログイン締切ギリギリになってからではなく、時間の余裕をもって行ってください。

★「申込期間」が終了してからの申込・追加・キャンセルは一切できませんので、十分注意してください。

4月25日(月)より、実施予定。

※教室移動の際に、貴重品管理は各自徹底すること。

料金は１講座２０００円とする。講習料金は積立金から充当する。
高３対象の講座は５人以上で成立，高２以下対象の講座は１０人以上で成立する。
網掛けの講座はWEBで申込できません。担当の先生に直接申し出ること。
時間は15:25～16:45とする。水曜日，土曜日の講座は別に定める。
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