
 2019年度　2学期講習　実施予定表

対象 No. 講座名 教科 曜日 開始日 教材 申込方法 備考

1 101 中１数学A基礎 数学 月 9/30 プリント 平均点を目標

201 中2数学B演習(発展) 数学 土 10/12 プリント 1,2学期の授業内容から発展的な問題を扱います.

202 中2数学B演習(基礎) 数学 木 9/26 プリント 2学期範囲の初歩から標準までの証明や演習問題を扱います

203 中２数学Ａ基礎講習 数学 月 9/30 プリント 問題演習を通して，授業内容の復習をします。

204 中２数学Ａ発展講習 数学 火 10/15 プリント 授業では扱わないレベルの問題を中心に演習します。

301 物理基礎講習 理科 木 9/19 プリント、ニューグローバル 指名講習 基本的に指名者のみ対象です。

302 英語構文（関係詞と比較） 英語 火 10/29 テキスト 新規参加者はテキスト代1500円程度

401 思想･哲学の使い方 ～リベンジ(？)～ 社会 木 9/26 iPad,山口周『武器になる哲学』 ２～３人で教材の１章ずつ分担、プレゼン後、現実に当てはめ議論

402 数学演習　入試基礎レベル 数学 火 10/15 9月24日はありません。

403 Grammar Gymで文法復習！【木】 英語 木 9/26 プリント等 金曜日にも同内容で実施。辞書・FACTBOOK持参。

404 Grammar Gymで文法復習！【金】 英語 金 9/27 プリント等 木曜日にも同内容で実施。辞書・FACTBOOK持参。

501 世界史文化史講習 社会 土 9/21 授業教材 1学期の復習を兼ねた文化史の講義

502 整数・確率特講（入試演習） 数学 金 9/27 プリント 自習では対応しづらい入試問題を徹底演習

503 理系数学基本事項総復習 数学 火 9/24 プリント 指名講習 基本事項の総復習

504 実力アップ理系数学ゼミ 数学 木 9/26 プリント 難関7大学入試の概観で本格的に受験勉強を開始！

505 徹底化学ハイレベル演習 理科 金 9/20 虎の巻講習編 ハイレベルの問題を扱いますが，丁寧に解説します。入試問題にあれよう！講座です。

506 リスニング徹底演習 英語 木 9/26 教科書、アルクの教材 コミュ英の教科書持参。アルクの教材(1200円)購入予定。

601 センター古文・漢文演習 国語 月 9/30 プリント

602 東大ガチ古典（文・理共通） 国語 木 9/26 プリント等 採点ポイントを意識しつつ書く訓練。

603 東大現代文 国語 木 9/26 プリント 文理共通

604 地理論述対策演習 社会 火 9/10 授業教材+プリント 認印必要 受講申込届を提出。

605 地理センター対策演習 社会 金 9/20 授業教材+プリント 認印必要 受講申込届を提出。

606 東大日本史論述問題演習 社会 木 9/5 授業教材一式持参のこと 古代史～近現代史　全てオリジナル問題

607 一橋日本史論述問題演習 社会 火 9/3 授業教材一式持参のこと 前近代史～近現代史　全てオリジナル問題

608 センター「倫理・政経」演習 社会 月 9/30 プリント 両科目の教科書・用語集持参

609 世界史／センター試験問題演習 社会 火 9/24 授業教材一式を持参 プリント冊子を配布，詳細は教室掲示。

610 世界史／長文（300字以上）論述問題演習 社会 木 9/26 授業教材一式を持参 実戦形式で添削指導します。

611 錬磨総合演習（数学Ⅲ編） 数学 木 9/26 プリント 理系対象。詳細は教室掲示にて

612 理系センター試験化学 理科 月 9/30 プリント 詳細は教室掲示

613 有機化学総合入試演習 理科 金 9/27 プリント 詳細は教室掲示

614 解ける国公立二次・私大物理　磁気編 理科 月 9/30 プリント 主に磁気分野の標準〜やや難程度の入試問題を取り扱う

615 理論化学総合入試演習 理科 火 10/29 プリント 詳細は教室掲示

616 入試問題を深読みする 英語 月 9/30 プリント

617 医学部小論文・面接講座 融合 土 9/7 プリント 認印必要 受講申込届を提出。

618 文系小論文 融合 土 9/28 プリント 慶應の過去問を中心に行います。

1～3 801 中学英語 特別講座 英語 金 9/20 プリント等 申込はグローバル教育部まで。教室掲示あり。

4～6 802 高校英語 特別講座 英語 金 9/20 プリント等 申込はグローバル教育部まで。教室掲示あり。

1～5 901 【KS】総合フィールド演習 融合 木 9/26 昨年度から引き続きの参加、新規の参加問わず歓迎です。

2～5 902 【KS】プログラミング講座（2学期） 融合 金 9/20 認印必要 Xcodeを用いたアプリ開発、起業家訪問(または講演)など。希望者は9/18(水)までにICT教育部に申込用紙を取りに来ること。詳細は教室掲示参照。初回は9/20(金)。

4～5 903 【KS】福島県の“現在”を見て感じて考える 融合 12月25～27日に福島県へ行きます。詳細は教室掲示を参照。
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講座は５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。

※WEB申込期間は，9月20日(金)18:00～9月22日(日)24:00。

※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・キャンセルは講座担当者に相談してください。
★ただし、申込期間中はWEB申込ページ上で変更・キャンセルが可能です。


