
 2016年度　2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

101 中１英語　特別講座 英語 月 プリント 認印必要 詳細はプリント掲示。

102 数学Ａ指名講習 数学 月 プリント 指名講習 授業の内容の補習

103 ユークリッドの原論を読む 数学 木 プリント 詳細は教室掲示にて。ゼミ形式。

201 基礎英語トレーニング 英語 火 プリント 木曜日の超基礎英語トレーニングと重複受講可。

202 超基礎英語トレーニング 英語 木 プリント 指名講習 火曜日の基礎英語トレーニングと重複受講可。

203 スタンダード英語トレーニング 英語 木 プリント

204 基礎強化数学 数学 月 プリント 定期試験対策を兼ねた基礎固め。

205 基礎強化数学 数学 火 プリント 定期試験対策を兼ねた基礎固め。

206 高校数学入門 数学 火 プリント 二次関数＆三角比。センターテストにチャレンジ♪

301 洋書に親しむ 英語 火
テキスト各自購入

及びプリント

302 中学英語の総復習 英語 火,金 テキストを別途購入 認印必要 週２回。夏期講習と同内容。詳細はプリント掲示。

303 古典文法　基礎の基礎 国語 火 プリント　漢文必携
完全マスター古典文法 指名講習

304 古典基礎講読 国語 土 プリント　漢文必携
完全マスター古典文法 夏期講習と同様の教材を使って、古文・漢文の文章を読解します。

305 整数入門　Part2 数学 木 プリント 1学期の続きです。基礎内容終了後、整数論に立ち入ります。

401 リスニングと長文読解 英語 火 プリント 基本～やや難　

402 多読の古典(問題演習付き) 国語 火 プリント　漢文必携
完全マスター古典文法 申込多数の場合は抽選になります。

403 文字・表現に慣れよう♪ 数学 火 プリント やや難．含駿台対策．詳細は別紙参照．

404 数学ⅠＡ基本問題演習 数学 木 プリント 認印必要 授業内容を復習します。欠席厳禁。詳細 は別紙参照。

405 数学Ａ　演習　標準 数学 金 プリント 三角関数・2学期の数Ａの演習(標準）

501 センター現代文 国語 火 プリント 夏期講習の内容とやや重複あり。

502 意識高い系センター古典　宿題・小テストあり 国語 木
問題集を購入する

可能性あり 毎回基礎的事項の確認テストを行い、センターの完成を目指します。

503 文系日本史論述問題演習 社会 金 授業教材一式持参のこと 中世・近世史の論述問題

504 数列・ベクトル演習（文理共通） 数学 火 プリント 標準的な入試問題演習．初回のみ基礎の総復習．

505 数Ⅲ微積分基礎 数学 金 プリント 授業の進度に合わせた基本演習

506 センター試験対策 数学 金 プリント センター試験と似た問題を演習します。

507 高2理系物理大学入試演習（中上級） 理科 火 プリント 既習範囲の実力を、大学入試のレベルに上げていきましょう

508 高2理系化学　酸と塩基総復習 理科 木 プリント 酸と塩基を中心に0から解説・演習予定

601 最後はリスニング！（やや難～難） 英語 月 プリントなど 二次対策に！リスニング力の維持向上に！気分転換（？）に！

602 センター古典 国語 火 プリント　 センター型問題演習。読む力と解く力の錬成。

603 国立2次古典 国語 金 プリント 記述型問題演習。答案作成のポイントを伝授。

604 世界史/テーマ別復習・演習 社会 月 授業教材一式持参 詳細は教室にプリントを掲示します。

605 早慶対策・日本史重要テーマ別演習 社会 月 プリント・図説・資料集

606 「倫政」センター演習 社会 月 授業教材一式持参のこと 「倫理」に重点の予定

607 地理センター演習 社会 月 授業教材一式持参 やや難～難レベルの統計問題を中心に

608 東大日本史論述問題演習 社会 火 授業教材一式持参のこと 古代・中世・近世・近現代史のオリジナル問題

609 一橋大学日本史論述演習 社会 木 図説・史料集 近現代の論述

610 一橋大学世界史論述演習 社会 木 授業教材一式持参 過去問を中心とした論述問題演習

611 地理論述対策演習 社会 木 授業教材一式持参

612 東大世界史論述演習 社会 木 プリント等 過去問を中心とした論述問題演習

613 東大京大図形問題研究Ⅱ 数学 木 プリント 文理共通。初等幾何、軌跡・領域、空間図形中心。楽しい図形問題を解こう。

614 せんたあ数学その２ 数学 金 プリント テストゼミ形式です。センター型のメンテナンスにどうぞ。

615 数列・微分積分（数学Ⅱ） 数学 金 プリント 基本的な入試問題を中心。

616 医学部小論文・面接対策講座 融合 木 プリント使用 先端医療論を中心に

617 文系小論文 融合 土 プリント使用 慶應対策を中心に。書いて、合評して、書き直して。不定期開催の予定。

618 高３理系生物 理科 月

619 高３理系化学　最後の虎 理科 月
夏期講習の

東工大テキスト 夏期講習の続き。新規大歓迎。最初は有機、後半は総合演習。

620 物理入試問題演習α 理科 火 プリント 回路および磁気分野の問題を扱う予定

621 物理入試問題演習β 理科 火 プリント 回路・磁気(・原子)の入試問題演習(標準レベル)

622 高３理系化学　難関大入試対策 理科 火 プリント 難しい問題の演習と解説。全分野からバランスよく出題します。

623 デッサン講習 美術 月 認印必要 希望者は１２日(月)１２：４５にデッサン室に集合してください。

801 南極越冬記Ⅰ 融合 月 プリント等 教室掲示参照。

802 もっと天気図！～読んで書いて天気予報～ 理科 木 プリント 主対象は中3ですが、意欲ある中1・2もぜひ！

803 中２･３英語　特別講座 英語 金 プリント 認印必要 詳細はプリント掲示。

804 IMOゴールドメダリスト養成講座 数学 月 プリント 受講資格試験あり。20名以内選抜。

4,5 805 Skype英会話 英語 金 プリント等 Skypeを利用したSpeaking講座。費用は1万円程度かかります。詳細はプリント掲示。

1～5 806 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 教室掲示参照。申込は担当教員まで。

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。
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。
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9月26日(月)より実施する。
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。

※WEB申込期間は， 9月7日(水)18時～9月11日(日)23時59分59秒。
※教室移動の際に、貴重品管理は各自徹底すること。

※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

★ただし、申込期間中は変更・キャンセルが可能です。

★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。


