
～講座案内～ 
一会塾 2021 年度 春期授業＆Ⅰ期授業 《新高校３年生》 

【武蔵小杉校】  【恵比寿校】 

 

１日完結の【速習授業】  ※予習の必要はありません 

“共通テスト”と”メディカル英単語“への不安を解決！ 

オンライン開催の春期【速習授業】 ご自宅からの参加となります               

講座名 講座の概要  武蔵小杉校・恵比寿校 共通 

【速習】共通テスト対策《Listening 編》 Zoom  【120 分 1 回】 2021 年 1/30,31 実施問題の演習と解説 4/4 (日) 10:00～12:00 松村 

【速習】共通テスト対策《Reading 編》 Zoom  【120 分 1 回】 2021 年 1/30,31 実施問題の演習と解説 4/4 (日) 13:30～15:30 鍋谷 

【速習】メディカル英単語《春の陣》 Zoom  NEW 【120 分 1 回】 医系英単語の最新の傾向と演習 4/4 (日) 16:00～18:00 鍋谷 

対面講義の春期【速習授業】 教室での受講となります 

講座名 講座の概要  武蔵小杉校 恵比寿校 

【速習】共通テスト対策《受験数学ⅠA》   【120 分 1 回】 2021 年 1/30,31 実施問題の演習と解説 
3/29(月) 14:30～16:30 

一瀬 

3/31(水) 10:30～12:30 

佐藤(悠) 

【速習】共通テスト対策《受験数学ⅡB》 【120 分 1 回】 2021 年 1/30,31 実施問題の演習と解説 
3/31(水) 16:00～18:00 

仲野 

4/1(木) 15:30～17:30 

山本 

【速習】共通テスト対策《受験現代文》 【120 分 1 回】 2021 年 1/30,31 実施問題の演習と解説 
4/5(月) 11:00～13:00 

原田(友) 
― 

【速習】共通テスト対策《受験古文・漢文》 【120 分 1 回】 2021 年 1/30,31 実施問題の演習と解説 
4/5(月) 14:00～16:00 

原田(友) 
― 

新傾向入試対応！対面講義の春期【速習授業】  教室での受講となります(有料講座)  

講座名 講座の概要  武蔵小杉校 恵比寿校 

【速習】“総合型選抜”入試対策講座《春の陣》 NEW 【120 分 1 回】 １次選考を突破するための志望理由書の書き方、添削も行う。 
4/1(木)12:00～14:00 

宮下 
― 

【速習】“総合型選抜”入試対策講座《Medical 編》NEW 【120 分 1 回】 医系の入試で問われる志望理由と集団討論対策を行う講座。 ― 
4/1(木) 15:00～17:00 

高橋(優) 

 

曜日固定の【レギュラー授業】  ※２週目より予習が必要です(授業料は別紙をご覧ください) 

春期３週 3/22(月)～4/10(土)  Ⅰ期 12 週 4/19(月) ～7/14(水)   ※詳しい時間は「時間割」をご覧ください 

【英語】  ※扱う分野は、変更される場合があります  ※メディカル英語および、私大英語は毎回 約 1 時間の演習と 2 時間の講義を繰り返します 

講座名 講座の概要 （春期/Ⅰ期） 武蔵小杉校（春期/Ⅰ期） 恵比寿校（春期/Ⅰ期） 

受験英文法・語法α(90 分)  自動詞と他動詞・受動態 / 準動詞と SVOC（発展クラス）   毎週(木) 毎週(火) 

受験英文法・語法β(90 分)  自動詞と他動詞・受動態 / 準動詞と SVOC 毎週(木) 毎週(火) 

受験英文読解α(90 分)  自動詞と他動詞・受動態 / 準動詞と SVOC（発展クラス） 毎週(木) 毎週(火) 

受験英文読解β(90 分)  自動詞と他動詞・受動態 / 準動詞と SVOC 毎週(木) 毎週(火) 

メディカル英語α(180 分)  NEW 「感染症」「病気の原因」など典型的な医療系英文の読解（発展クラス） 毎週(土) 毎週(金) ― 

メディカル英語β(180 分)  NEW 「感染症」「病気の原因」など典型的な医療系英文の読解 毎週(土) ― 

私大英語(180 分)  NEW 早慶上智・理科大・GMARCH などを志望する受験生用の演習クラス 毎週(木) ― ― 

演習英作文α(60 分)  NEW 作文必出語彙の記述演習と和文英訳のトレーニング（発展クラス） 毎週(月) 毎週(火) 

演習英作文β(60 分)  NEW 作文必出語彙の記述演習と和文英訳のトレーニング 毎週(月) ― 毎週(火) 

  

【速習授業】1 講座：7200 円 (税別) 

下記 7 講座中より、２講座無料 (塾生優先登録期間内の申込み場合のみ)  

※日時は時間割には掲載されておりませんのでご注意ください。  

 



【数学】 ※扱う分野は、変更される場合があります。                                        

講座名 講座の概要 （春期/Ⅰ期） 
武蔵小杉校 

（春期/Ⅰ期） 

恵比寿校 

（春期/Ⅰ期） 

受験数学Ⅲ α (180 分)   複素数平面／式と曲線、極限、微分法、積分法（発展クラス） 毎週(水) 毎週(木) 

受験数学Ⅲ β (180 分)   複素数平面／式と曲線、極限、微分法、積分法 毎週(水) 毎週(木) 

受験数学ⅠAⅡB α (180 分)   数と式、方程式、不等式、二次関数／その他ⅠAⅡB 単元ごと（発展クラス） 毎週(月) 毎週(金) 

受験数学ⅠAⅡB β (180 分)   数と式、方程式、不等式、二次関数／その他ⅠAⅡB 単元ごと 毎週(月) 毎週(金) 

 

【理科】 ※扱う分野は、変更される場合があります。                                        

講座名 講座の概要 （春期/Ⅰ期） 
武蔵小杉校 

（春期/Ⅰ期） 

恵比寿校 

（春期/Ⅰ期） 

受験物理 α (180 分) 
【講義中心】 運動方程式 / 運動量変化と力積・エネルギー変化と仕事・衝突と束縛条件・系の保存則・単振

動・円運動・万有引力・剛体・慣性力・波の前半まで （発展クラス）  
毎週(火) 毎週(水) 

演習物理 α (90 分)  NEW 【演習中心】 上記で講義された範囲の入試演習と月１回のテスト実施する （発展クラス）  毎週(火) 毎週(水) 

受験物理 β (180 分) 【講義中心】 受験物理αと同じです 毎週(火) 毎週(水) 

演習物理 β (90 分)  NEW 【演習中心】 上記で講義された範囲の入試演習と月１回のテスト実施する 毎週(火) 毎週(水) 

受験化学 α (180 分) 
【講義中心】 原子の構造・化学結合・結晶と結晶格子/物質の三態・溶液の濃度と固体の溶解度・酸塩基反

応・酸化還元反応・電気化学・気体など（発展クラス） 
毎週(金) 毎週(月) 

演習化学 α (90 分)  NEW 化学基礎の総復習/無機化学 ※月 1 回のペースで確認テストを実施 まで（発展クラス） 毎週(金) 毎週(月) 

受験化学 β (180 分) 【講義中心】 受験化学αと同じです 毎週(金) 毎週(月) 

演習化学 β (90 分)  NEW 化学基礎の総復習/無機化学 ※月 1 回のペースで確認テストを実施  毎週(金) 毎週(月) 

受験生物 α (180 分) 
【講義中心】 同化・遺伝子の複製 / 生物の特徴・生体を構成する物質・浸透圧・生体膜・タンパク質・異化・

同化・免疫・DNA・遺伝情報の発現など   （発展クラス） 
毎週(火) ― 毎週(土) 

演習生物 α (90 分)  NEW 【演習中心】 上記で講義された範囲の入試演習と月１回のテスト実施する（発展クラス） 毎週(火) ― 毎週(土) 

受験生物 β (180 分) 【講義中心】 受験生物αと同じです  毎週(火) 毎週(土) 

演習生物 β (90 分)  NEW 【演習中心】 上記で講義された範囲の入試演習と月１回のテスト実施する 毎週(火) 毎週(土) 

 

【国語・小論文】  ※扱う分野は、変更される場合があります。                              

講座名 講座の概要 （春期/Ⅰ期） 
武蔵小杉校 

（春期/Ⅰ期） 

恵比寿校 

（春期/Ⅰ期） 

受験現代文 (90 分)   入試現代文を頻出テーマごとに解説する 毎週(土) ― 

受験古文 (90 分)    入試古文を文法・単語・背景知識に留意しながら読解する 毎週(土) ― 

共通テスト総合国語 (90 分)  NEW 現代文（評論・小説）・古文・漢文の３科目を年間を通じて効率よくマスターする 毎週(土) ― 

メディカル小論文 (90 分)  NEW 

医療系に特化したテーマで毎回常識を鍛えていく。知識と書き方の基本を習得する 

【春期】【Ⅰ期】 ・・・医療系の知識の習得と情報の取り方、推薦図書の提示など 

【夏期】【Ⅱ期】【冬期】 ・・・具体的な文章の書き方、模範答案の理解、小論文のさまざまなタイプに応じ

た実践演習とその添削 

毎週(土) 毎週(土) 

“総合型選抜”入試対策講座 (90 分)  NEW 推薦型入試に必要な、志望理由・活動実績・自己 PR の書き方や構成を理解し、添削し定着させる。 
Ⅰ期より 

毎週(土) 
― 

“総合型選抜”入試対策講座《Medical》 (90 分) NEW   
医学部の推薦入試や医学部２次集団面接・集団討論(MMI を含む)入試に対応したトレーニングを   

グループで行う講座 【Ⅰ期】4 回 【Ⅱ期】4 回で開催する 
― 

Ⅰ期より(日) 

不規則実施 

 

【社会】  ※扱う分野は、変更される場合があります。 

講座名 講座の概要 （春期/Ⅰ期） 
武蔵小杉校 

（春期/Ⅰ期） 

恵比寿校 

（春期/Ⅰ期） 

受験日本史 (180 分) 【講義中心】  旧石器時代～奈良 / 江戸時代～明治維新  毎週(水) ― 

演習日本史 (90 分)  NEW 【演習中心】 月１回のまとめテスト実施と問題演習など  ― 毎週(水) ― 

 

【個別指導(1：１)】  （プロ講師 / 大学生講師）※年間でお申込みいただくことで安定した学力伸長が望めます 

個別指導(対面/Zoom)選択可 苦手科目の克服や得意科目の伸長または分野別の攻略 
武蔵小杉 

（春期 3 回/Ⅰ期 12 回）希望曜日 

恵比寿 

（春期 3 回/Ⅰ期 12 回）希望曜日 


