
 2017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 国語Ｂ(文法)基礎① 国語 金 1-7HR

102 数学Ａ基礎 数学 月 プリント 1-6HR

103 数学Ｂ基礎 数学 木 プリント 1-6HR

104 中１英語ベーシック (with Mr. M.) 英語 火 教科書、Keyワーク 1-1HR

105 中１英語ベーシック (with Mr. A.) 英語 火 教科書、Keyワーク 1-5HR

106 国語Ｂ(文法)基礎② 国語 金 1-8HR

201 幾何問題演習 数学 月 プリント 2-3HR

202 代数問題演習（○○○●●） 数学 火 プリント 2-8HR

301 数学Ⅰ発展問題演習 数学 火 プリント使用 3-6HR

302 数学演習～基礎から標準まで～① 数学 木 プリント 3-8HR

303 数学演習～基礎から標準まで～② 数学 金 プリント 3-8HR

304 復習・中学英語 英語 月 テキスト、プリント 3-2HR

401 数学A超基礎講習 数学 木 プリント 4-3HR

402 数Ⅰ基礎 数学 金 4-4HR

403 続・ポレポレハイパートレーニング 英語 火 市販の教材＋プリント 4-7HR

501 数学III入試問題演習 数学 火 プリント 5-8HR

502 数学Ⅱ（理系）基本問題演習 数学 木 プリント 5-7HR

503 数学(ⅠAⅡB)入試問題演習 数学 木 プリント 5-1HR

504 物理理系入試問題演習 理科 木 プリント 5-4HR

505 今更聞けない英文法 英語 火 プリント 5-2HR

601 東大・京大記述現代文 国語 火 6-3HR

602 東大記述古典 国語 水 6-8HR ※15:45～17:05

603 センター古典解き方テクニック 国語 木 6-7HR

604 一橋現代文 国語 金 6-3HR

605 一橋大学日本史論述演習（近現代編） 社会 月 プリント・図説・資料集 6-2HR

607 東大地理論述演習ー世界編②ー 社会 月 授業教材一式 6-1HR

608 日本史センター対策問題演習 社会 火 プリント使用 6-4HR

609 世界史センター問題演習 社会 火 プリント使用 6-1HR

610 東大日本史論述問題演習 社会 木 プリント使用 6-4HR

611 「倫理」の不人気分野を学び直す 社会 木
プリント配布（＋授業で

使うもの一式） 6-5HR

612 世界史一橋論述講習 社会 木 プリント使用 6-2HR

613 世界史東大論述講習 社会 木 プリント使用 6-1HR

614 理系入試数学演習 数学 金 プリント 6-6HR

615 理系化学演習ゼミ　最後の虎 理科 月 テキスト 6-8HR

616 医学部小論文・面接対策講座 融合 土 プリント使用 6-7HR ※13:10～14:30

1～3 801 中１～３英語特別講習 英語 月 プリント 合同22 ※15:25～16:25

802 高１～３英語特別講習① 英語 水 プリント 合同22 ※15:45～16:45

803 高１～３英語特別講習② 英語 金 プリント 合同22 ※15:25～16:25

5,6 804 地理センター対策演習 社会 火 プリント 6-5HR

ＫＳプロジェクト

1～6 901
【KS】「日経STOCKリーグ」で
経済の仕組みを学ぶ

*** 他 ※教室はその都度お知らせします。

2～4 902
【KS】プログラミング講座（発展編）
〜func changeTheWorld(){〜

*** 火 コンピューター教室

903 【KS】"Kaijo Times"で世界に発信！ *** 木 合同22

904
【KS】SDGsゼミ
～ワークショップ教材を作ろう！～

*** 木 プリント, iPad 4-5HR

905
【KS】新城門プロジェクト　　　　　　　（医学部入
試数学講座）

*** 他 ※教室はその都度お知らせします。

906 【KS】生物・化学実験の動画を撮ろう２ *** 金 iPad等 3-4HR

4～6 907 【KS】言葉系外部コンテストにチャレンジ２ *** 木 4-1HR

講習終了後の清掃は、講習に出席した者が必ず行うこと。　

※教室移動の際に、貴重品管理は各自徹底すること。
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9月25日(月)より開始する。ただし考査５日前からは講習は実施しない。

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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