
 2018年度　2学期講習　実施予定表

対象 No. 講座名 教科 曜日 教材 申込方法 備考

101 中１国語Ｂ文法基礎 国語 木 テキスト、プリント 一部の生徒は指名。基礎的な内容のみを扱います。

102 中１数学基礎講習 数学 火 プリント 代数を中心に、基礎力アップをはかりましょう！

103 中１数学発展講習 数学 火 プリント 授業で扱わないレベルの問題や内容の演習をします。

201 古文・そこから？そこからですよ！ 国語 金 新修古典文法,古語辞典,プリント 指名講習 先生から指名された選ばれし者しかとれません。

202 古文・いっぱい読んで、いっぱい解いて 国語 金 新修古典文法,古語辞典,プリント ハイレベル。意識高い人だけとってくれれば

203 数B基礎講習 数学 火 プリント 円周角の定理以降の基本問題を扱います。

204 数A基礎講習 数学 木 プリント 高校数学の基礎内容を演習します。

205 中２英語　基礎強化（with Mr. M) 英語 月 教科書、プリント

206 中２英語　基礎強化（with Mr. A) 英語 月 教科書、プリント

301 古文を読む（助動詞の見分けを中心に） 国語 金 完全マスター古典文法、古語辞典 実力試験を受けて危機感を覚えた人向け

302 中学三年数学演習(基礎標準) 数学 月 プリント 駿台模試演習や授業の復習、基礎標準レベルの解説

303 中学三年数学演習(標準応用) 数学 火 プリント 駿台模試演習や授業の復習、標準応用レベルの解説

401 数列　基本事項の確認から入試問題まで 数学 火 プリント 数列の基本事項の確認をし，簡単な入試問題までを扱う

402 数学ⅠA総復習 数学 火 プリント センター数ⅠAを単元毎に分けて演習・解説をします。

403 攻略英文法　関係詞と仮定法 英語 木 プリント 少し難しめの英文和訳も扱います。詳細は教室掲示

501 センター古典演習 国語 火 プリント 問題演習をします。

502 センター現代文演習 国語 木 プリント センター型の問題で演習をしますが、記述対策も一部で行います。

503 地理センター対策演習 社会 火 プリント＋授業教材 範囲無制限で問題演習。問題量少なめ・解説多め。

504 逆転！ベーシック基礎（基本） 数学 木 プリント、教科書 指名講習 詳細は授業もしくは通告書にて

505 逆転！微分基礎（基本） 数学 金 プリント 指名講習 詳細は授業もしくは通告書にて

506 入試問題を深読みする 英語 木 プリント 詳細は教室掲示参照。

601 東大ガチ古典 国語 月 プリント 仮採点しつつガッツリ過去問演習。

602 難関私大現代文 国語 火 プリント 早稲田大学の過去問演習

603 センター古文・漢文演習 国語 木 プリント・授業用具一式 主に過去問を扱います

604 文系小論文 国語 金 プリント

605 難関国立大現代文 国語 金 プリント 東大・京大・一橋大の問題を扱う予定です。

606 一橋日本史論述講習 社会 月 プリント

607 東大世界史論述講習 社会 月 教科書、資料集 2次試験過去問（大論述）演習

608 「倫理・政経」センター向け問題練習 社会 月 「倫理」「政経」両科目の教科書・資料集

609 世界史文化史３ 社会 月 授業教材一式 夏期講習の続き

610 センター日本史講習 社会 木 図表・プリント

611 東大日本史論述問題演習 社会 木 授業教材一式を持参のこと 古代～近現代　すべてオリジナル問題

612 センター地理Ｂ対策演習 社会 木 地図帳,資料集,データブック 事前に課題を課し，解説．少し講習内でも演習

613 世界史／長文（300～400字）論述問題演習 社会 木 授業教材一式 添削指導を予定しています。

614 一橋世界史論述講習 社会 木 教科書、資料集 2次試験過去問の演習

615 東大地理論述演習～其の参～ 社会 金 地図帳,資料集,データブック 日本地誌、地形図判読などを中心に。

616 数Ⅲα基礎 数学 金 基礎だけやります。基本確認テスト10点未満の人

617 数学ⅠⅡAB入試演習 数学 土 プリント

618 徹底演習　虎の化学　理論化学編 理科 月 必殺　虎のテキスト 発展。難問演習，いつものです。定員40名，多いと抽選になります。

619 物理入試問題演習　磁気編 理科 火 プリント 「やや難」程度の問題を取り扱う。

620 徹底演習　虎の化学　理論化学編 理科 火 必殺　虎のテキスト 発展。難問演習，いつものです。定員40名，多いと抽選になります。

621 英文和訳・和文英訳演習（中上級向け）＜添削付＞ 英語 火 プリント 国公立大入試の問題を扱います。英文が読めていることが伝わる答案を作る練習をしよう。

622 医学部小論文・面接講座 融合 土 プリント 13:10～14:30に実施　先端医療論と生命倫理を中心に

1～3 801 中学英語　特別講習 英語 金 初回に指示 認印必要 教室掲示を見てください。

4～6 802 高校英語　特別講習 英語 金 初回に指示 認印必要 教室掲示を見てください。

901 【KS】情報オリンピックに挑戦！ 数学 水 プリント、PC（持参） 追加募集。希望者は吉里まで直接相談しにくること

902 【KS】プログラミング講座（発展編） 融合 火 認印必要 受講資格あり。詳細は別紙。希望者は9/12(水)までにICT教育部まで。

903 【KS】SDGsゼミ 融合 火 ワークショップの作成、開催やディスカッションなど行います

〇講座は５人以上で成立する。

〇WEB申込期間は、9月14日(金)18:00～9月16日(日)24:00。
〇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。
〇網掛けの講座はWEBで申込できません。担当の先生に直接申し出ること。
〇万が一「申込期間」が終了してから申込・追加・キャンセルをする場合は講座担当の先生に相談すること。
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〇実施回数は、講座によって５～９回と異なる。（ともなって講習料金も異なる。）知りたい場合は講座担当者まで。

2～5

〇原則的には9月19日(水)より開始する。

〇料金は１回あたり３００円とする。１講座あたりの講習料金は、３００円×回数とする。これは積立金から充当する。
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〇時間は15:25～16:45とする。水曜日，土曜日の講座は別に定める。


