
 2015年度　2学期講習　実施表
対象 No. 講座名 教科 曜日 教材 教室 備考

101 数学基礎講習 数学 火 プリント 1-8HR
102 超基礎英語トレーニング（月曜） 英語 月 教科書、プリント 1-6HR
103 英語特別講座 英語 火 プリント 第４会議室
104 超基礎英語トレーニング（金曜） 英語 金 教科書、プリント 1-6HR
201 数学B基礎 数学 月 プリント 2-3HR
202 数学Ｂ～直線図形編～ 数学 火 プリント 2-4HR
203 数学A基礎 数学 金 プリント 2-4HR
205 ２学期の基本項目のおさらいA 英語 木 教科書・プリント 2-5HR
206 ２学期の基本項目のおさらいB 英語 木 教科書・プリント 2-2HR
301 たのしい古典演習 国語 火 プリント 3-3HR
302 数学基礎演習 数学 月 プリント 3-5HR
303 和文英訳の修行　入門編 英語 金 プリント等 5-2HR
401 笑いと頓智の入試漢文　記述訓練 国語 金 プリント 4-3HR
402 整数の世界 数学 火 プリント 4-1HR
403 理系を目指す微積分 数学 金 プリント 4-2HR
503 プレセンター現代文 国語 木 プリント 5-2HR
504 漢文読解基礎キソ 国語 金 プリント・漢文必携 5-7HR
505 世界史・文化史講習 社会 金 授業教材一式 5-4HR
506 数学ⅠA演習（センター試験） 数学 木 プリント 5-8HR
507 数学ⅡＢ演習（センター試験～入試基本レベル） 数学 火 プリント 5-6HR
508 数学Ⅲ演習(標準～発展(少)) 数学 木 プリント 5-6HR
509 虎の化学　最高難易度徹底攻略 理科 金 虎のテキスト 5-5HR
510 理系物理問題演習(中～上級) 理科 金 プリント 5-3HR
511 文法・語法の復習、そして入試へ 英語 火 プリント等 5-1HR
512 英文の精読、和訳 英語 金 プリント等 5-1HR
601 センター古文漢文演習 国語 月 プリント 6-4HR
602 センター現代文演習 国語 火 プリント 6-5HR
604 地理論述対策演習 社会 金 授業教材一式+ﾌﾟﾘﾝﾄ 6-3HR
605 日本史一橋大学対策演習 社会 火 図説・史料集 5-2HR
606 東大日本史論述問題演習 社会 木 授業教材一式 6-4HR
607 世界史・長文(300～400字)論述問題演習 社会 木 授業教材一式 6-3HR
608 地理センター演習 社会 木 授業教材一式 6-2HR
609 世界史・文化史講習 社会 土 授業教材一式 6-2HR 13:10～14:30

610 数Ⅲ徹底演習（○○○○●●） 数学 金 プリント 6-1HR
611 文系数学（○○○○○） 数学 木 プリント 6-1HR
612 国立理系数学パート2 数学 木 プリント 6-7HR
613 理系物理入試問題演習 理科 月 プリント 6-8HR
614 理系化学　有機化合物構造決定演習 理科 火 プリント 6-7HR
615 Dの化学　生化学特別篇 理科 木 プリント 6-8HR
616 生物入試問題演習　part1 理科 木 プリント 6-6HR
617 理系化学　難関大入試問題演習 理科 金 プリント 5-8HR
618 生物入試問題演習　part2 理科 金 プリント 6-6HR
621 医学部小論文・面接対策講座 融合 土 プリント使用 合同12 13:10～14:30

622 今を生きるためのレッスン　～Season3 融合 土 プリント配布 第４会議室 13:10～14:30

623 デッサン講習 美術 金 小教室②
1～6 801 南極越冬記 第2章 融合 金 プリント等 視聴覚

2,3 802 英語特別講座 英語 金 プリント 2-2HR
1～3 803 プロフェッショナルに聴く 融合 月 プリント 合同12
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※教室移動の際に、貴重品管理は各自徹底すること。

9月28日(月)より、7回を標準とする。

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。

講習終了後の清掃は、講習に出席した者が必ず行うこと。　


