
 

～2021 夏期授業 講座案内～ 
 《既卒生・高３生》 【武蔵小杉校】 

【レギュラー授業】  曜日固定 全６週   7/19(月) ～9/4(土) 

【英語】  ※扱う分野は、変更される場合があります                                                    ※変則日程は時間割でもご確認いただけます。

講座名（時間）担当講師 講座の概要 曜日・時間（全６週） 

受験英文法・語法α (90 分) 鍋谷 

① 従属節（１）関係代名詞～who/which/that/省略/前置詞＋whom・which～

② 従属節（２）関係副詞～when/where/why/how/関係代名詞 what～

③ 従属節（３）先行詞の注意事項/特殊関係代名詞/強調構文/疑似関係詞

④ 従属節（４）名詞節をつくる接続詞/同格の that 付録：副詞節をつくる接続詞

⑤ 冠詞・名詞の単複/数量形容詞/S-V の呼応/不定代名詞

⑥ 指示代名詞/人称代名詞/否定表現

毎週(木) 20:10～21:40 

受験英文法・語法β (90 分) 石井 

受験英文読解α (90 分) 鍋谷 
夏だからできる長めの英文演習に取り組み、文章全体をしっかりと理解する練習を行います。

木を見て森を見ず、の読み方から脱却しよう！ 
毎週(木) 18:20～19:50 

受験英文読解β (90 分) 石井 

メディカル英語 (180 分)  鍋谷 「感染症」「病気の原因」など医学部・薬学部に頻出の医療系英文の攻略。 毎週(土) 13:00～16:10 

英文読解 (180 分)  浅野 夏から出題形式別に入試問題の演習に入る。 
毎週(金) 11:40～14:50 

（50 分の演習＋２時間の講義） 

私大英語 (180 分)  鍋谷 夏の入試演習・早慶上智・SFC や GMARCH 中心。 
毎週(木) 13:00～16:10 

（50 分の演習＋２時間の講義） 

演習英作文 (60 分)  鍋谷 夏期限定の和文英訳のトレーニングと基本構文の習得 。 毎週(木) 17:00～18:00 

【数学】 ※扱う分野は、変更される場合があります。

講座名（時間）担当講師 講座の概要 曜日・時間（全６週） 

数学Ⅲ (180 分)  一瀬 

【基本編】からレベルは 1 つ上がって【応用編】の極限、微分、積分と複素数平面を扱います。 

本格的な入試問題を扱う前のワンステップ、基礎と実践の橋渡し的な講座になります。講義を

したら演習問題と復習テストでさらに定着を深めます。 

毎週(火) 11:10～14:20 

受験数学Ⅲ α (180 分)  仲野 複素数平面/式と曲線/極限/微分法/積分法①～⑤ 

式と曲線/極限/微分法/積分法/複素数平面⑥ 
毎週(水) 18:20～21:40 

受験数学Ⅲ β (180 分)  竹之内 

数学ⅠAⅡB (180 分)  佐藤(悠) 1,2 週目[数学ⅠＡ]、3,4 週目[数学Ⅱ]、5,6 週目[数学 B]の総合演習を行う。 毎週(月) 14:00～17:10 変則日程[※1] 

受験数学ⅠAⅡB α (180 分)  一瀬 
図形(平面、空間、オイラーの多面体も含む)、場合の数と確率、図形と方程式を扱い、入試

を意識した実践問題とする。毎回小テストを行い、理解を確認しながら進める。 
毎週(月) 18:20～21:40 

受験数学ⅠAⅡB β (180 分)  佐藤(悠) 1,2 週目[数学ⅠＡ]、3,4 週目[数学Ⅱ]、5,6 週目[数学 B]の総合演習を行う。 毎週(月) 18:20～21:40 変則日程[※2] 

総合数学（90 分） 小田 方程式と不等式・場合の数・確率・整数・データの分析などの復習と応用問題を扱う。 毎週(火) 9:00～10:30 

演習数学（90 分） 小田 
【演習中心】数学の全範囲から受講生に合わせてミニ講義または循環型個別指導で弱点補

強を行う。 
毎週(木) 10:00～11:30 

[※1]   8/2(月)と 8/16(月)は休講 ☞ 8/9(月)、8/23(月)、8/30(月)の３日間とも 13:00-17:30 で実施する。 

[※2]   8/2(月)と 8/16(月)は休講 ☞ 8/1(日)9:00-12:10、8/30(月)18:20-21:40 で実施する。 

【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（時間）担当講師 講座の概要 曜日・時間（全６週） 

受験現代文 (90 分) 原田(友) 共通テスト（センター試験）の過去問を用いた長文読解演習。評論・小説を両方扱う。 毎週(金) 20:10～21:40 

受験古文 (90 分) 原田(友) 共通テスト（センター試験）の過去問を用いた長文読解演習。基礎文法は習得済が前提。 毎週(金) 18:20～19:50 

共通テスト総合国語 (90 分) 原田(友) 現代文・古文・漢文の長文読解。基礎的な古典文法は身についている前提で講義を行う。 毎週(土) 20:10～21:40 

メディカル小論文 (90 分) 原田(広) 具体的な文章の書き方、模範答案の理解、医系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) 16:30～18:00 

入試小論文入門ゼミ (90 分) 宮下 NEW 推薦や一般入試で小論文があるが、まだ対策を講じていない初心者のための入門講座。 毎週(土) 20:10～21:40 変則日程[※3] 

[※3]  全 6 回（①～⑥）の日程は次の通り。  ①7/17(土)20:10～21:40  ②7/31(土)20:10～21:40  ③8/7(土)20:10～21:40 

④8/11(水)10:30～12:00  ⑤8/18(水)10:30～12:00    ⑥8/25(水)10:30～12:00

どのクラスも夏からの受講生を歓迎して 

おります。途中参加者はフォローします。 



 

【理科】 ※扱う分野は、変更される場合があります。

講座名（時間）担当講師 [レベル] 講座の概要 曜日・時間（全６週） 

受験物理 α (180 分) 真木  [標準～発展] 

【講義中心】 波(レンズ/干渉/波の式)，電磁気(電場・電位/コンデンサー） 毎週(火) 18:20～21:40 

受験物理 β (180 分) 岩佐  [基礎～標準] 

演習物理 α (90 分) 真木   [標準～発展] 
【講義中心】 熱力学 毎週(火) 16:30～18:00 

演習物理 β (90 分)  岩佐  [基礎～標準] 

受験化学 α (180 分) 川原  [標準～発展] 

【講義中心】 熱化学、反応速度、化学平衡、電離平衡/溶解度積 毎週(金) 18:20～21:40 

受験化学 β (180 分) 千葉  [基礎～標準] 

演習化学 α (90 分) 川原   [標準～発展] 
【演習中心】 理論分野演習 毎週(金) 16:30～18:00 

演習化学 β (90 分)  千葉  [基礎～標準] 

受験生物 α (180 分) 熊谷  [標準～発展] 【講義中心】 生態と環境･物質生産、進化と系統、体内環境、腎臓と肝臓、神経とホル

モン、免疫

毎週(火) 18:20～21:40 

受験生物 β (180 分) 高橋靖 [基礎～標準] 毎週(火) 18:20～21:40  変則日程[※4] 

演習生物 α  (90 分) 熊谷  [標準～発展] 
【演習中心】 上記『受験生物』で講義された範囲の入試演習 

毎週(火) 16:30～18:00 

演習生物 β  (90 分)  高橋靖  [基礎～標準] 毎週(火) 16:30～18:00  変則日程[※5] 

[※4] [※5]  8/3(火)は休講 ☞ 8/12(木)で実施する（受験生物は 18:20～21:40、演習生物は 16:30～18:00）。 

【社会】 ※扱う分野は、変更される場合があります。

講座名（時間）担当講師 講座の概要 曜日・時間（全６週） 

受験日本史 (180 分) 佐藤(一) 
江戸時代から明治維新を扱います。近代史の導入部分は時代が大きく変わる重要な箇所です。因果関

係の理解を重視することで得点力の向上を図ります。 
毎週(水) 18:20～21:40 変則日程[※6] 

演習日本史 (90 分)  佐藤(一) 
仏教史・学問思想史・絵画工芸史の主要文化史をテーマごとに扱います。講義が中心となりますが，テキ

ストに付属した演習問題を通じて記憶の強化していきましょう。現役生も受講してください。
毎週(水) 16:30～18:00 変則日程[※7] 

[※6] [※7]  8/11(水)は休講 ☞ 9/1(水)で実施する（受験日本史は 18:20～21:40、演習日本史は 16:30～18:00）。 

★夏期だけの特別授業<短期集中型>

講座名（時間）担当講師 講座の概要 曜日・時間（全 4 回） 

【特ゼミ】受験英文法“動詞の語法” 10 時間

NEW 

英文法の急所とも言える自動詞・他動詞・動詞の語法・SVOO・SVOC と受動態を攻略す

る。英文法を得意に変えさせる十八番(オハコ)の講座である。※一部、恵比寿校で実施 

① 7/18(日) 10:00～12:40 ＠武蔵小杉校

② 7/25(日) 10:00～12:40 ＠武蔵小杉校

③ 8/1(日)   10:00～12:40 ＠恵比寿校

④ 8/15(日) 10:00～12:40 ＠恵比寿校

【特ゼミ】受験化学《無機化学》 10 時間 NEW 演習化学の未受講者が対象。夏で無機を制覇する。 ※一部、恵比寿校で実施 ① 7/18(日) 14:00～16:40 ＠武蔵小杉校

② 7/25(日) 14:00～16:40 ＠武蔵小杉校

③ 8/1(日)   14:00～16:40 ＠恵比寿校

④ 8/15(日) 14:00～16:40 ＠恵比寿校



 

《高２・１生/中学生》【武蔵小杉校】 

【レギュラー授業】  曜日固定 全６週   7/19(月) ～9/4(土) 

【英語・数学・国語・理科】  高２・１生・中学３年生対象  ※変則日程は時間割でもご確認いただけます。

講座名（時間）担当講師 [レベル] 講座の概要 曜日・時間（全６週） 

高校英文法α (90 分) 鍋谷  [発展] 【前半 3 週】 動名詞（基本、V＋doing/to do,動名詞のイディオム） 

【後半 3 週】 関係詞（関係代名詞・関係副詞・that・what・特殊関係代名詞など） 

毎週(月) 18:20～19:50 

高校英文法β (90 分) 石井  [標準] 毎週(月) 20:10～21:40 

高校英文読解 (90 分) 鍋谷 長文読解の基礎、精読のトレーニング、文章の構造把握、語彙の強化 毎週(月) 20:10～21:40 

高 1 総合英語 (90 分) 石井 
【前半 3 週】 仮定法（仮定法過去・仮定法過去完了・さまざまな仮定表現） 

【後半 3 週】 英文読解の基礎・英語長文読解など 
毎週(月) 18:20～19:50 

英単語特訓教室 (60 分) 石井 
【前半 3 週】 英単語 150 語完全制覇 【後半 3 週】 英単語 150 語完全制覇 

発音・派生語・同意語・反意語・日本語→英語など、英単語を様々な角度から習得させる。 
毎週(水) 17:00～18:00 

高校数学Ⅲ (90 分)  一瀬 数学Ⅲの積分計算を６週にわたって徹底的に攻略します。 毎週(木) 20:10～21:40 

高校数学ⅡB α (90 分) 増子  [発展] 

数学Ⅱの三角関数を６週にわたって徹底的に攻略します。 

毎週(水) 20:10～21:40 

高校数学ⅡB β (90 分) 増子  [標準] 毎週(金) 20:10～21:40 

高 1 数学ⅡB  (90 分) 一瀬 毎週(木) 18:20～19:50 

高校数学ⅠA (90 分) 増子 

数学Ⅰの三角比を６週にわたって徹底的に攻略します。 

毎週(水) 18:20～19:50 

中３数学ⅠA (90 分) 増子 毎週(金) 18:30～20:00 

高校総合国語（90 分）原田(友) 国語の学習法・基礎知識の確認・文章の読み方を解説する。（現古漢を各２回ずつ行う） 毎週(土) 18:20～19:50 

高校物理（90 分）  樋口 力学の基礎と万有引力への理解 毎週(土) 18:50～20:20 

高校化学（90 分）  川原 酸塩基反応(中和反応)、酸化還元反応を扱う。 毎週(土) 17:00～18:30 

【定期テスト対策教室】 中学１～３年生対象（大学生講師） 

講座名（時間） 講座の概要 曜日・時間（全６週） 

定期テスト対策教室 A 組 (90 分) 学校指定教材や、持ち込み教材による循環型個別指導（英語） 毎週(月) 19:00～20:30 

定期テスト対策教室 B 組 (90 分) 学校指定教材や、持ち込み教材による循環型個別指導（数学） 毎週(木) 19:00～20:30 

★夏期だけの特別授業   曜日固定 全６週 7/19(月) ～9/4(土)

講座名（時間）担当講師 講座の概要 曜日・時間（全６週） 

高校メディカル英語 (90 分) 山口 

NEW 

医学部・薬学部・獣医などで頻出の英文テーマを基礎から攻略する。具体的には「人獣共通感染症

（COVID-19を含む）」「生活習慣病」「病気の歴史」「笑いと健康」「iPS細胞と移植」「安楽死と緩和

医療」など、医系の大学では常識となっていてほぼ注がつかないであろうテーマを読むことで医学に興味を

持ち、英語を学ぶモチベーションも上げる。 

毎週(水) 13:00～14:30 

キャッチアップ高校英文法 (90 分)  石井

NEW 

Ⅰ期の高校英文法の総復習を行い、後期へ備えます。予習なし、テストをして即解説です。 

【前半 3 週】 不定詞（名詞的・形容詞・副詞的用法・seem 型・be toV・be 形容詞 toV） 

【後半 3 週】 分詞（限定用法と叙述用法・分詞構文、SVOC、独立分詞構文） 

毎週(水) 20:10～21:40 

キャッチアップ高校数学ⅡB (90 分)  佐藤(雄)

NEW 

Ⅰ期の高校数学ⅡB の総復習を行い、後期へ備えます。予習なし、テストをして即解説です。 

数学Ⅱの図形と方程式を６週にわたって徹底的に攻略します。 
毎週(火) 20:10～21:40 

どのクラスも夏からの受講生を歓迎して 

おります。途中参加者はフォローします。 


