
第 3学年　全類型対応　講座選択制　夏期講習　1日 90 分×4コマ

　2019 年　7月 22 日～ 8月 9日、8月 22 日～ 8月 28 日

月

日 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 26 27 28

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 木 月 火 水
1限目

(9：00～10：30)

２限目
(10：45～12：15)

３限目
(13：00～14：30)

４限目
(14：45～16：15)

教科 実施科目

現代文

現代文

古文

古文

漢文

英語

英語

英語

英語

英語

日本史

日本史

世界史

世界史

数学

数学

数学

数学

化学

化学

化学

地学基礎・生物基礎

現代文

現代文

古文

古文

漢文

英語

英語

英語

英語

英語

日本史

日本史

世界史

世界史

数学

数学

数学

物理

物理

物理

生物

生物

生物

日本史

地理

現代社会

日本史

倫理政経

数学

日本史

地理

現代社会

日本史

数学

数学

数学

令和元年度　第３学年　夏期講習予定表　７月2４日現在
7 8

国語① 国語① 地歴公民① 地歴公民①

予備② 予備④

講座名 担当者 教室 人数 内容概略

予備③

英語① 数学① 数学① 国語② 理科② 理科② 地歴公民②

理科① 英語② 英語② 数学② 予備①

日東駒専レベルの評論文、小説の読解を行います。記述も併せて練習しましょう。

私大古文対策(難関大～GMARCH) 小野田 B302 31 難関私大とGMARCHの法政・中央の過去問演習をやります！ゴールを知り、自分の弱点を見つけよう！国語①

ハイレベル現代文 岩村 B202 22 GMARCHの過去問を使って解法のトレーニングをします

私大現代文（日東駒専） 金子 B204 31

私大対策(日東駒専) 田中 B303 27 日東駒専の過去問演習をやります。目指せ高得点☆

センター漢文 荒井 B304 25 センター漢文で満点が取れるように、漢文の勉強の仕方を学びましょう！

GMARCHレベルの長文・文法演習

Standard英語演習 野口優 第二視聴覚 54 難関私大・日東駒専レベルの長文・文法演習英語①

ハイレベル英語演習 葛西 B304 10 早慶上理レベルの長文・文法演習

Advanced英語演習 石塚 第一視聴覚 56

センター演習（第1～3問） 笛木 B201・B202 63 センター試験対策（発音～文法問題の解法、スピードを身につけます）

センター演習（第4～6問） 望月 B203 26 センター試験対策（長文の解法、スピードを身につけます）

数学①

極限の極み 加々見 B302 33

近世（江戸時代）の総復習を行い、難関私大合格に必要な力を養成します。

トップレベル世界史① 佐藤慎 B303 17 ＧＭＡＲＣＨから早慶上智の問題演習を通して，苦手分野を克服し，志望校合格の礎を築く。範囲は古代オリエントから大航海時代まで。
地歴公民①

トップレベル日本史① 澁谷 B301 26 難関大学（早慶上智・Ｇ-ＭＡＲＣ・関関同立クラス）の入試問題を使用して、「先土器時代～鎌倉時代」の総復習と合格点到達のための実力養成演習をおこなう。

ハイレベル日本史① 楠 B302 28

数学Ⅲの極限の応用・基本を行います。基礎がおおよそ完成している人向け

極限入門 齋藤 B303 20 数学Ⅲの極限の基本に不安がある人向け

スタンダード世界史① 野口智 B304 12 古代オリエントから宗教改革までのセンター試験対策。

キセキ 長束 B301 28 軌跡を徹底的に勉強し、キセキを起こす講座

データの分析・必要十分 奥村 B305 36 この講座を受講するのは必要十分条件です。（数学Ⅱを受講している人向け）

忘れがちな頻出問題を中心に行います。

酸化還元・電池・電気分解 中島 B305 13 どの大学も必ず出てくる単元です。入試問題をやります！
理科①

熱化学・熱量計算 髙澤 Ｂ306 13 狭い単元だからこその得点源！

物質の状態(液・気) 深谷 B203 16

GMARCHの過去問を使って解法のトレーニングをします。①と同内容

私大現代文（日東駒専） 若林 B204 6 日東駒専レベルの評論文、小説の読解を行います。記述も併せて練習しましょう。①と同内容

国公立文系対策授業 尾畑 B201 3 授業の続きをやります。３－２の国立文系生徒は必須。それ以外の生徒は禁止！

ハイレベル現代文 岩村 B202 13

小野田 Ｂ307 33 GMARCHの明治・青山学院と、早稲田・上智の過去問演習をやります。ゴールを知り、自分の弱点を見つけよう！

センター対策 田中 B305 31 センターの過去問・類似問題演習をやります。目指せ高得点☆

センター漢文 荒井 Ｂ306 14 Ⅰ期とは違う問題でセンター漢文満点を目指して演習します。夏休みで漢文を身につけましょう！

英語②

ハイレベル英語演習 葛西 B305 19

国語②

難関私大・日東駒専レベルの長文・文法演習（※扱う内容は、英語①と同じものです）

センター演習（第1～3問） 笛木 第一視聴覚 61 センター試験対策（発音～文法問題の解法、スピードを身につけます）（※扱う内容は、英語①と同じものです）

早慶上理レベルの長文・文法演習（※扱う内容は、英語①と同じものです）

Advanced英語演習 石塚 B201 40 GMARCHレベルの長文・文法演習（※扱う内容は、英語①と同じものです）

私大対策(GMARCH～早・上)

地歴公民②

トップレベル日本史② 澁谷 B202 22

Standard英語演習 野口優 B202 21

トップレベル世界史② 佐藤慎 B305 15

難関大学（早慶上智・Ｇ-ＭＡＲＣ・関関同立クラス）の入試問題を使用して、「南北朝時代～江戸時代」の総復習と合格点到達のための実力養成演習をおこなう。

ハイレベル日本史② 松田 B204 24 近代史（幕末～明治時代）の総復習を行い、難関私大合格に必要な力を養成します。

センター演習（第4～6問） 望月 B203 33 センター試験対策（長文の解法、スピードを身につけます）（※扱う内容は、英語①と同じものです）

GMARCHから早慶上智の問題演習を通して，苦手分野を克服し，志望校合格の礎を築く。範囲は近世ヨーロッパから第二次世界大戦まで。

スタンダード世界史② 野口智 Ｂ306 12 テューダー朝から中国史までのセンター試験対策。

栄北の歴史をつくるのは君だ！

データの分析・必要十分 奥村 第一視聴覚 54 この講座を受講するのは必要十分条件です。（数学Ⅲを受講している人向け）

数学②

センター数列 齋藤 B305 25 センター数列を徹底的にやります！

文系国立数学 丹藤 B202 4

夏休みも本番！！力学の基本を再復習。栄光の未来へ！！

物理　ベーシック 東郷 B202 8 波動中心、入試頻出問題を扱っていきます。（放課後演習ベーシック１学期の続きです）
理科②

物理　アドバンス 柴﨑 B201 20 力学分野こそ入試の要！基本から入試レベルまで扱います。

物理　スタンダード 堀 B203 33

おばっちの進化論～遺伝皆伝～ 尾畑 B204 17 教科書では扱わない。でも、入試では出題される。そんなメンデルの遺伝の法則を徹底的にやります！

生物　スタンダード 西岡 B305 10 センターレベルの問題演習を扱っていきます。（放課後演習スタンダード１学期の続きです）

中世（鎌倉～安土桃山文化）の文化史を総復習します。文化史で偏差値５ＵＰ！

センター地理 楠 B204 9 センター地理で９割以上の得点を目指す。

生物基礎特化 三浦 Ｂ306 6 ひたすら生物基礎の問題演習です。

文化史講座～中世編～ 松田 B202 36

センター現代社会 野口智 B302 14 センター現代社会で９割以上の得点を目指す。

予備②

総復習演習（原始～近代前半） 澁谷 B202 34

予備①

先土器時代から明治時代までの入試問題演習で実力アップ

センター倫理政経 野口智 B204 1 センター試験の倫理政経で９割以上の得点を目指す。

数学Ⅲ微積計算マスター 加々見 第一視聴覚 52 想像して下さい。微積計算が完璧になった自分の姿を！

予備③

文化史講座～近世編～ 松田 B202 37

予備④

総復習演習（原始～近代前半） 澁谷 B202 26

文系国立数学 丹藤 B204 4 栄北の歴史をつくるのは俺たちだ！

センター指数・対数 木村 B203 13 指数・対数苦手な人集まれ！

近世（江戸時代）の文化史を総復習します。文化史で偏差値５ＵＰ！

センター地理 楠 B204 11 センター地理で９割以上の得点を目指す。

先土器時代から明治時代までの入試問題演習で実力アップ

漸化式パーフェクトマスター 兼杉 第一視聴覚 69 漸化式を見たらワクワクすること間違いない！

センター現代社会 野口智 B302 14 センター現代社会で９割以上の得点を目指す。


