Ⅱ期授業 《高３生・既卒生》 【恵比寿校】
9 月 5 日(月)～12 月 10 日(土) 《全１３週》

塾生申込締切 8/12(金)

【Ⅱ期開始までの流れ】
8/1（月）Ⅱ期講座案内・Ⅱ期登録用紙配布（申し込み開始）
～08/12（金） Ⅱ期申し込み締め切り
08/15（月）～ 請求書のご郵送
～09/02（金） Ⅱ期お支払期限
09/05（月）Ⅱ期授業スタート

高３生・既卒生用のコベツ
講座名

講座の概要

曜日

時間

コベツ A 組 (90 分２回～)

【教科別の一般入試用受験対策】 〈プロ講師/大学生〉

自由設定

自由設定

コベツ B 組 (90 分２回～)

【志望理由完成 コミュニケーション個別指導 ”COM 個別”】 〈プロ講師のみ〉

自由設定

自由設定

コベツ C 組 (90 分２回～)

【AO・総合型選抜/学校推薦型選抜/公募制推薦対策個別指導 】 〈プロ講師のみ〉

自由設定

自由設定

高３生・既卒生用のレギュラー授業
【英語】
午前・昼間講座

講座名

講座の概要

曜日

時間

メディカル英語(120 分) α 鍋谷

医系に特化した実際の入試問題を数多く扱い、さまざまな出題形式を体感する

毎週(火)

14:40～16:40

メディカル英語(120 分) β 鍋谷

医系に特化した実際の入試問題を数多く扱い、さまざまな出題形式を体感する

毎週(水)

14:00～16:00

英文読解(90 分) 浅野

受講生に合わせて入試問題に挑戦し、総合的な長文読解力を養成

毎週(木)

15:10～16:40

英文法・語法 (90 分) 浅野

SVOC / 比較 / 名詞・冠詞・代名詞 / 否定・倒置 / 特殊構文など

毎週(金)

13:30～15:00

曜日

時間

17：00 以降の実施講座

講座名

講座の概要

受験英文法・語法α(90 分) 鍋谷

SVOC / 比較 / 名詞・冠詞・代名詞 / 否定・倒置 / 特殊構文など

毎週(火)

20:10～21:40

受験英文法・語法β(90 分) 澤田

SVOC / 比較 / 名詞・冠詞・代名詞 / 否定・倒置 / 特殊構文など

毎週(火)

20:10～21:40

受験英文読解α(90 分) 鍋谷

受講生に合わせて入試問題に挑戦し、総合的な長文読解力を養成

毎週(火)

18:20～19:50

受験英文読解β(90 分) 澤田

受講生に合わせて入試問題に挑戦し、総合的な長文読解力を養成

毎週(火)

18:20～19:50

演習英作文(60 分)

助動詞 / 主語の選択 / 話法 / 会話体 / 実戦的な総合問題など

毎週(火)

17:00～18:00

短めの和文英訳を毎回テーマを変えて英語を書く訓練を行う

毎週(木)

17:00～18:00

鍋谷

受験総合英語基礎(60 分) 浅野

【数学】
午前・昼間講座

講座名
数学ⅠAⅡB α (180 分)

講座の概要
仲野

数学ⅠAⅡB β (180 分) 佐藤悠太

曜日

時間

数学ⅠAⅡB の総合演習

毎週(月)

13:00～16:10

数学ⅠAⅡB の総合演習

毎週(月)

13:00～16:10
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演習数学ⅠAⅡB β

数学ⅠAⅡB 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。

(90 分) 小田

演習数学ⅠAⅡB α (90 分)

演習数学Ⅲ (90 分)

（基礎クラス）
数学ⅠAⅡB 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。

小田

（標準・発展クラス）
数学Ⅲ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。

小田

（標準・発展クラス）

毎週(水)

10:00～11:30

毎週(土)

12:30～14:00

毎週(土)

10:00～11:30

曜日

時間

毎週(火)

16:30～18:00

毎週(水)

20:10～21:40

16:30 以降の実施講座

講座名

講座の概要

受験数学ⅠAⅡB 小問集合
(90 分)

数学ⅠAⅡB の小問集合を中心に演習（Ⅰ期「受験数学ⅠAβ」クラスから名称変更）

佐藤悠太

メディカル数学ⅠA

数学ⅠA の範囲から受験頻出の問題を中心に演習と解説をします。看護医療系はもちろん、ⅠA

(90 分)

分野を特に補強したい薬学部や獣医学部志望者にもおススメの講座です。

寺井 NEW

（Ⅰ期「受験数学ⅠAγ」クラスから名称変更）

受験数学Ⅲ α (180 分)

仲野

数学Ⅲの総合演習

毎週(木)

18:20～21:40

受験数学Ⅲ γ (180 分)

寺井

数学Ⅲの総合演習

毎週(木)

18:20～21:40

受験数学ⅠAⅡB α (180 分) 仲野

数学ⅠAⅡB の総合演習

毎週(金)

18:20～21:40

受験数学ⅠAⅡB γ (180 分) 竹之内

数学ⅠAⅡB の総合演習

毎週(金)

18:20～21:40

【理科】
講座名

講座の概要

曜日

時間

受験物理 α (180 分) 真木

電磁気(抵抗、RC 回路、ローレンツ力、電磁誘導、交流)、原子、発展演習

毎週(水)

18:20～21:40

演習物理 α (60 分)

受験物理αの講義内容を中心とした問題演習(月１回でテストを実施)

毎週(水)

17:00～18:00

受験物理 β (180 分) 鳥田

電磁気(抵抗、RC 回路、ローレンツ力、電磁誘導、交流)、原子、発展演習

毎週(水)

18:20～21:40

演習物理 β (60 分) 鳥田

受験物理βの講義内容を中心とした問題演習(月１回でテストを実施)

毎週(水)

17:00～18:00

受験化学 α (180 分) 川原

有機化学全範囲、総合演習

毎週(月)

18:20～21:40

毎週(月)

17:00～18:00

毎週(月)

18:20～21:40

毎週(月)

17:00～18:00

毎週(土)

16:20～19:40

毎週(土)

20:00～21:00

演習化学 α (60 分)

真木

川原

受験化学 β (180 分) 千葉
演習化学 β (60 分) 千葉

受験生物 (180 分) 高橋靖
演習生物 (60 分) 高橋靖

受験化学の講義内容を中心とした問題演習
(夏期授業の内容の無機化学も含む、月１回でテストを実施)
有機化学全範囲、総合演習
受験化学の講義内容を中心とした問題演習
(夏期授業の内容の無機化学も含む、月１回でテストを実施)
生物の特徴・細胞と分子、遺伝子の働きと発現、生物の体内環境、代謝、生殖と発生、生物の環境応答
生態系、進化と系統および総合演習(入試頻出問題を扱います)
上記で講義された範囲の単元別の演習と月１回のテスト実施する

【国語・小論文】
講座名
メディカル小論文(90 分) 髙橋靖

共通テスト総合国語 (90 分)西原

講座の概要
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
削となります。Ⅱ期は実際にどう書いていくかに焦点を当てます。
共通テストで満点を目指す講座。共通テスト形式の問題で、【現代文】論理的読解、【古文】文法＋重
要単語の確認、【漢文】基本５文型＋句形をチェック。

2

曜日

時間

毎週(土)

14:30～16:00

毎週(火)

11:00～12:30

