
第 1期　冬期講習　令和 3年 12 月 3日 ~28 日　

マーク番号 講座名 担当 教室 内容 マーク番号 講座名 担当 教室 内容

1 英文解釈　A 望月 B103 東京理科大・GMARCH・千葉大・筑波大レベル 1 入試に出た和歌（古） 荒井 B105 GMARCHを中心に幅広く扱います

2 英文解釈　B 笛木 B304 難関私大・宇都宮大・埼玉大レベル 2 入試に出た文学史（現） 金子 B306 中古～近代までを中心に確認します

3 英文解釈　C 高野 B305 日東駒専・茨城大レベル 3 入試に出た敬語（古） 西村 B307 日東駒専を中心に幅広く扱います

4 長文総合①　A 望月 B103 東京理科大・GMARCH・千葉大・筑波大レベル 4 早稲田の古文漢文 小野田 B105 早稲田を受ける人はぜひ！

5 長文総合①　B 川井 B304 難関私大・宇都宮大・埼玉大レベル 5 キーワード評論文 金子 B306 話題の評論テーマとキーワードを解説

6 長文総合①　C 水野 B305 日東駒専・茨城大レベル 6 日東駒専古文 加藤 B307 文法を中心に過去問で演習します

7 長文総合②　A 望月 B103 東京理科大・GMARCH・千葉大・筑波大レベル 7 早稲田の現代文 若林 B105 過去問を使った問題演習です！

8 長文総合②　B 笛木 B304 難関私大・宇都宮大・埼玉大レベル 8 GMARCH現代文 金子 B306 演習を通して傾向を確認しましょう

9 長文総合②　C 高野 B305 日東駒専・茨城大レベル 9 日東駒専現代文 佐田 B307 演習を通して傾向を確認しましょう

10 英作・整序　A 望月 B103 東京理科大・GMARCH・千葉大・筑波大レベル 10 GMARCH古文 若林 B105 過去問を使った問題演習です！

11 英作・整序　B 笛木 B304 難関私大・宇都宮大・埼玉大レベル 11 日東駒専古文 矢作 B307 日東駒専レベル問題演習

12 英作・整序　C 高野 B305 日東駒専・茨城大レベル 12 共通テスト漢文 長谷川 B306 共通テスト問題演習

13 文法総合　A 望月 B103 東京理科大・GMARCH・千葉大・筑波大レベル 13 英文解釈　A 小泉 B302 早慶上レベル

14 文法総合　B 川井 B304 難関私大・宇都宮大・埼玉大レベル 14 英文解釈　B 髙見澤 B303 GMARCHレベル

15 文法総合　C 水野 B305 日東駒専・茨城大レベル 15 英文解釈　C 石川 B105 難関私大・日東駒専レベル

16 数Ⅲ微積応用計算 兼杉 第１視 普通の計算問題ではない問題を扱います。 16 長文総合　A 小泉 B302 早慶上レベル

17 データの分析（特選用） 奥村 A101 共通テスト対策！この時期に確認しておこう！ 17 長文総合　B 川井 B105 GMARCHレベル

18 確率① 加々見 A201 共通テスト対策！この時期に確認しておこう！ 18 長文総合　C 髙見澤 B303 難関私大・日東駒専レベル

19 数Ⅲ複素数平面 武田 B304 日大・東洋合格に必要な複素数を行います。 19 英作・整序　A 小泉 B302 早慶上レベル

20 データの分析（特類用） 奥村 B103 共通テスト対策！この時期に確認しておこう！ 20 英作・整序　B 髙見澤 B303 GMARCHレベル

21 確率② 加々見 A201 確率①の続きです。 21 英作・整序　C 石川 B105 難関私大・日東駒専レベル

22 数Ⅲ複素数平面応用 兼杉 第１視 理科大・埼大クラスを中心に行います。 22 文法総合　A 野口 B302 早慶上レベル

23 数Ⅲ微積計算 武田 B304 日大・東洋合格に必要な計算を行います。 23 文法総合　B 石川 B105 GMARCHレベル

24 確率漸化式 12月15日のみ 高村 A101 法政・日大・東洋レベルの確率漸化式 24 文法総合　C 水野 B303 難関私大・日東駒専レベル

25 2次関数① 加々見 A201 共通テスト対策！この時期に確認しておこう！ 25 GMARCH世界史① 野口智・橋本 B307 苦手分野を克服し、得点力アップを目指す。

26 数Ⅲ微積応用 兼杉 第１視 理科大・埼大クラスを中心に行います。 26 スタンダード世界史① 佐藤 - 中堅～難関私大の演習

27 データの分析（Ⅱ・Ⅰ類用） 木村 A101 共通テスト対策！この時期に確認しておこう！ 27 ハイレベル日本史① 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

28 2次関数② 加々見 B304 2次関数①の続きです。 28 スタンダード日本史A① 松田 B306 貨幣・金融史　＊文②

29 東京理科大合格 兼杉 B103 理科大の過去問を一緒に考えよう！ 29 スタンダード日本史B① 楠 B303 問題演習　＊文③～⑥

30 日大・東洋合格 武田 B304 過去問を使って、合格率アップ！ 30 GMARCH世界史② 野口智・橋本 B307 苦手分野を克服し、得点力アップを目指す。

31 数列 高村 A101 法政・日大・東洋レベルの数列 31 スタンダード世界史② 佐藤 - 中堅～難関私大の演習

32 三角比① 加々見 A201 共通テスト対策！この時期に確認しておこう！ 32 ハイレベル日本史② 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

33 数Ⅲ極限応用 兼杉 第１視 理科大・埼大クラスを中心に行います。 33 スタンダード日本史A② 楠 B303 問題演習　＊文②

34 数Ⅲ極限※2時限目のみ 武田 B304 日大・東洋合格に必要な極限を行います。 34 スタンダード日本史B② 松田 B306 貨幣・金融史　＊文③～⑥

35 三角比② 加々見 A201 三角比①の続きです。 35 テーマ別世界史① 野口智 B307 貨幣史・仏教史

36 おばっちの進化論～生物基礎～ 尾畑 A201 生物でも必要な生物基礎の範囲を総復習 36 ハイレベル日本史③ 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

37 共通テスト対策①Ⅱ・Ⅰ類 髙澤・星野 B304 第１問　物質の構成・状態に関する対策 37 スタンダード日本史A③ 松田 B306 資本主義の発達　＊文②

38 哲先生の化学共通ﾃｽﾄ対策（基本編） 中島 B305 特選（国理）のﾋﾞｷﾞﾅｰ対象。上級者お断り！12/8(水)のみ 38 スタンダード日本史B③ 楠 B303 問題演習　＊文③～⑥

39 哲先生の化学共通ﾃｽﾄ対策（応用編①） 中島 B305 特選（国理）対象。発展問題をやります。12/9(木)のみ 39 テーマ別世界史② 野口智 B307 ビザンツ帝国史・オスマン帝国史

40 化学理科大合格のみちを① 深谷 ゼミ室 理科大合格に必要十分な問題を扱います。 40 スタンダード世界史③ 佐藤 - 中堅～難関私大の演習

41 物理理科大合格への道① 柴﨑 B103 過去問演習第１話　私理①対象 41 ハイレベル日本史④ 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

42 物理日東合格への道① 堀 第１理 過去問演習第1話　私理②③④対象 42 スタンダード日本史A④ 楠 B303 問題演習　＊文②

43 おばっちの進化論～細胞・代謝・遺伝子～ 尾畑 A201 細胞・代謝・遺伝子の発現の共通テスト対策 43 スタンダード日本史B④ 松田 B306 資本主義の発達　＊文③～⑥

44 共通テスト対策②Ⅱ・Ⅰ類 髙澤・星野 B304 第２問　物質の変化と平衡に関する対策① 44 テーマ別世界史③ 野口智・橋本 B307 中国史

45 化学理科大合格のみちを② 深谷 ゼミ室 理科大合格に必要十分な問題を扱います。 45 スタンダード世界史④ 佐藤 - 中堅～難関私大の演習

46 物理～電磁気学～ 東郷 B305 放課後演習の続き 国理対象 46 ハイレベル日本史⑤ 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

47 物理理科大合格への道② 柴﨑 B103 過去問演習第2話　私理①対象 47 スタンダード日本史A⑤ 松田 B306 土地制度史　＊文②

48 物理日東合格への道② 堀 第１理 過去問演習第2話　私理②③④対象 48 スタンダード日本史B⑤ 楠 B303 問題演習　＊文③～⑥

49 続・生物演習 尾畑 A201 生物演習の授業（進化・分類）をやります 49 テーマ別世界史④ 野口智・橋本 B307 アフリカ史・文字の歴史

50 共通テスト対策③Ⅱ・Ⅰ類 髙澤・星野 B304 第２問　物質の変化と平衡に関する対策② 50 スタンダード世界史⑤ 佐藤 - 中堅～難関私大の演習

51 哲先生の化学共通ﾃｽﾄ対策（応用編②） 中島 B305 特選（国理）のみ。発展問題をやります。12/16(木)のみ 51 ハイレベル日本史⑥ 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

52 化学理科大合格のみちを③ 深谷 ゼミ室 理科大合格に必要十分な問題を扱います。 52 スタンダード日本史A⑥ 楠 B303 問題演習　＊文②

53 物理理科大合格への道③ 柴﨑 B103 過去問演習第3話　私理①対象 53 スタンダード日本史B⑥ 松田 B306 土地制度史　＊文③～⑥

54 物理日東合格への道③ 堀 第１理 過去問演習第3話　私理②③④対象 54 早慶世界史① 野口智 B307 苦手分野を克服し、得点力アップを目指す。

55 おばっちの進化論～遺伝子の発現・生殖・発生～ 尾畑 A201 遺伝子の発現・生殖・発生の共通テスト対策 55 スタンダード世界史⑥ 佐藤 B302 中堅～難関私大の演習

56 共通テスト対策④Ⅱ・Ⅰ類 髙澤・星野 B304 第３問　無機物質に関する対策 56 ハイレベル日本史⑦ 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

57 化学理科大合格のみちを④ 深谷 ゼミ室 理科大合格に必要十分な問題を扱います。 57 スタンダード日本史A⑦ 松田 B306 文化史

58 物理～電磁気学～ 東郷 B305 放課後演習の続き 国理対象 58 スタンダード日本史B⑦ 楠 B303 問題演習　＊文③～⑥

59 物理理科大合格への道④ 柴﨑 B103 過去問演習第4話　私理①対象 59 早慶世界史② 野口智 B307 苦手分野を克服し、得点力アップを目指す。

60 物理日東合格への道④ 堀 第１理 過去問演習第4話　私理②③④対象 60 スタンダード世界史⑦ 佐藤 B302 中堅～難関私大の演習

61 続・生物演習 尾畑 A201 生物演習の授業（進化・分類）をやります 61 ハイレベル日本史⑧ 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

62 共通テスト対策⑤Ⅱ・Ⅰ類 髙澤・星野 B304 第４問　有機化合物・高分子化合物に関する対策 62 スタンダード日本史A⑧ 楠 B303 問題演習　＊文②

63 哲先生の化学共通ﾃｽﾄ対策（応用編③） 中島 B305 特選（国理）のみ。発展問題をやります。 63 スタンダード日本史B⑧ 松田 B306 文化史

64 化学理科大合格のみちを⑤ 深谷 ゼミ室 理科大合格に必要十分な問題を扱います。 64 早慶世界史③ 野口智 B307 苦手分野を克服し、得点力アップを目指す。

65 物理理科大合格への道⑤ 柴﨑 B103 過去問演習第5話　私理①対象 65 スタンダード世界史⑧ 佐藤 B302 中堅～難関私大の演習

66 物理日東合格への道⑤ 堀 第１理 過去問演習第5話　私理②③④対象 66 ハイレベル日本史⑨ 澁谷 B105 GMARCH以上　＊文①

67 おばっちの進化論～生物の環境応答～ 尾畑 A201 生物の環境応答の共通テスト対策 67 スタンダード日本史A⑨ 松田 B306 外交史

68 共通テスト対策⑥Ⅱ・Ⅰ類 髙澤・星野 B304 第５問　天然高分子化合物に関する対策 68 スタンダード日本史B⑨ 楠 B303 問題演習　＊文③～⑥

69 化学理科大合格のみちを⑥ 深谷 ゼミ室 理科大合格に必要十分な問題を扱います。 理科① 69 共通テスト対策① 西岡 A101 放課後演習の続き 国文対象

70 物理～電磁気学～ 東郷 B305 放課後演習の続き 国理対象 理科③ 70 共通テスト対策② 西岡 A101 放課後演習の続き 国文対象（12/16のみ）

71 物理理科大合格への道⑥ 柴﨑 B103 過去問演習第6話　私理①対象 数学① 71 確率① 加々見 A201 共通テスト対策！（文理共通）

72 物理日東合格への道⑥ 堀 第１理 過去問演習第6話　私理②③④対象 数学② 72 確率② 加々見 A201 確率①の続きです。（文理共通）

公民① 73 共通テスト対策倫理・政治経済① 野口智 B301 共通テストの倫理・政治経済で９割以上の得点を目指す。 数学③ 73 2次関数① 加々見 A201 共通テスト対策！（文理共通）

公民② 74 共通テスト対策倫理・政治経済② 野口智 B301 共通テストの倫理・政治経済で９割以上の得点を目指す。 数学④ 74 2次関数② 加々見 B304 2次関数①の続きです。（文理共通）

公民③ 75 共通テスト対策現代社会 野口智 B301 共通テストの現代社会で９割以上の得点を目指す。範囲は国際分野。 数学⑤ 75 三角比① 加々見 A201 共通テスト対策！（文理共通）

76 共通テスト古文 長谷川 B305 共通テスト問題演習 数学⑥ 76 三角比② 加々見 A201 三角比①の続きです。（文理共通）

77 共通テスト漢文 川上 ー 共通テスト問題演習(重要句法・語法重視）

78 共通テスト古文 西村 ー 共通テスト問題演習

79 共通テスト漢文 荒井 B305 共通テスト問題演習（読解しながら重要句法）

80 共通テスト古文 小野田 B305 共通テスト問題演習

81 共通テスト漢文 川上 ー 共通テスト問題演習(読解重視）

国語 82 共通テスト漢文 長谷川 B306 共通テスト問題演習12月28日3・4限（文理共通）

予備① 83 数Ⅲ微積① 武田 B304 日大・東洋合格に必要な微積を行います。

予備② 84 数Ⅲ微積② 武田 B304 日大・東洋合格に必要な微積を行います。

英語② 国語②

令和3年度　　冬期講習　第3学年　実施内容　講座選択科目一覧　

理　　　系 文　　　系

英語① 国語①

英語③ 国語③

英語④ 国語④

英語⑤ 英語①

数学① 英語②

数学② 英語③

数学③
英語④

地歴①数学④

数学⑤

地歴②

数学⑥

地歴③

理科①

地歴④

理科②
地歴⑤

国語①

国語②

国語③

理科③
地歴⑥

地歴⑦

理科④

地歴⑧

理科⑤

地歴⑨

理科⑥


