
平成２８年度　夏期講習講座一覧　
講座番号 募集学年 科目 講座名 講座内容

1 １年
英語
数学

英語・数学
夏期集中講座

英語(６０分)数学（６０分）の発展的学習を２時間連続で行う講座です。
５日間全日出席でき、意欲のある人を募集します。課題を終業式までに配布し
ますので、予習をして授業に臨んでください。
なお、募集人数を超えた場合は、抽選になります。また、クラスは選べません。

2 １年
外国語
(英語）

宿題をやりながら復習
復習をやりながら宿題

夏季課題をやりながら、１学期に学んだ項目の確認、復習をやります。宿題も
片付いていくし、１学期によく身につかなかったこと、まだよくわかっていないこ
となどの復習ができます。疑問点など自由に質問できますし、部活前にひと勉
強して、宿題もかたづけつつ、安心して部活にも取り組めます。

3 １年 外国語（英語） 英語基礎講座
英語が少し苦手で２学期巻き返したい人ための講座です。夏の宿題のアドバイ
スや苦手なところもやります。この機会に得意になりませんか。

4 １年 情報 Ｐ検にチャレンジ
資格の取得を目指します。教材・受検費用がかかります（目指す級で金額が異
なります）

5 １年 国語
現代文発展受験対策
講座

受験は遠い向こうにあるのではない。日々の積み重ねが重要である。入試問
題演習を解き解説をする。

6 １年 国語
古文発展受験対策講
座

国語総合のテキストを用い、受験に必要な文法事項や重要古語のトレーニング
を行う。

7 １年 数学 数学基礎講座
数学ⅠAについて１学期の学習した内容の復習をします。
受講者は、こちらから指名します。指名された人は、必ず受講してください。

8 １年 化学基礎 宿題をパーフェクトに
１学期の復習である「夏休みの宿題」の中で，わからない所を解説します。
時間帯の中ならば，各自の都合のよい時に講習教室に来て，質問して下さい。

9 １年 美術 美大を目指す人
３年生は、受講日変更、増やすことは可能です。個別に対応します。デッサン、
平面構成、油絵など個別受検対応
※デッサン力の技術を上げたい人も参加可能

10 ２年
国語

（現代文）
センター現代文

指定の問題集にある評論・小説の読解をしながら、受験に必要な解法のテク
ニック等を中心に学習します。評論・小説の基本的な解き方やセンター試験の
特徴などについても解説します。

11 ２年 外国語　(英語) 文法ポイント講座
月曜（時制と動詞部の形）火水曜（動名詞・不定詞・分詞とそのSVO/SVOC文
型での使い方）金曜（関係代名詞・関係副詞）

12 ２年 外国語　(英語) Let's Talk 英会話講座。間違いを恐れずに英語で話そうとする人募集。

13 ２年 外国語　(英語) Value1000補講講座
2000語レベルの単語が身についていない人対象に6日間で、語彙の増強をは
かります。単語テストに合格していない人は、必ずこの講座に出ること。

14 ２年 外国語　(英語) 基礎文法復習講座
高1で学んだ文法のうち、１日目　分詞　２日目　仮定法　３日目　助動詞を復習
する

15 ２年 情報 Ｐ検にチャレンジ
資格の取得を目指します。教材・受検費用がかかります（目指す級で金額が異
なります）

16 ２年
国語
(古文)

助動詞復習徹底講座

１年のときに授業でやった助動詞の復習をします！
助動詞理解は受験生にとって一つの大きな山です。今、授業についていけな
い！接続って何？みんななんで答えられるの？と密かに感じている人、改めて
学び直しましょう。

17 ２年
国語

（古文）
古文センター・私大問
題演習

古文のセンター問題、私大（マーク中心の）問題を解き、解法を説明します。
ある程度文法的な問題はできるけれど、文章は読めないという人に、受講して
ほしいと思います。

18 ２年 世界史Ｂ 世界史Ｂ
センター入試レベルの問題を、1学期の世界史Ｂで学習した範囲で解いてみよ
う。

19 ２年 数学
大学入試センター試
験数学

数学ⅠA，ⅡB２学年既習の範囲で大学入試センター試験などに関する講習を
行います。大学入試でセンター試験ほか一般入試で数学を使うことを考えてい
る生徒向けの講座です。

20 ２年 外国語　(英語) 入試長文精読 事前の予習が必要です。私大国公立大の入試問題を解いていきます。

21 ２年 美術 美大を目指す人
３年生は、受講日変更、増やすことは可能です。個別に対応します。デッサン、
平面構成、油絵など個別受検対応
※デッサン力の技術を上げたい人も参加可能
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22 ３年
国語

（漢文 ）
センター漢文

指定の問題集にある漢文の読解をしながら、受験に必要な句法・用字等を中
心に学習します。センター試験や一般入試問題に対応できる力をつけていきま
す。

23 ３年
国語

（古文）
標準古文

センター試験国語過去問題集（購入済）にある古文の読解をしながら、受験に
必要な助動詞・助詞・敬語等を中心に学習します。センター試験や一般入試問
題に対応できる力をつけていきます。

24 ３年 国語 小論文入門
大学の推薦・AOに必要な小論文の力を養成する。
作文を書く以上、少人数で締め切る。

25 ３年 数学Ⅰ
センター数ⅠA
図形・整数

センター試験数学Ⅰ対策
数学ⅠAの図形・整数の問題を扱う

26 ３年 数学 ベクトル(数学B） 国公立2次、私大受験用

27 ３年 数学 数列（数学B） 国公立2次、私大受験用

28 ３年 物理
大学入試問題質問講
座

受講者に事前に渡したセンターレベルを中心にした大学入試問題を解いてみ
て、わからなかったところ、もしくは授業や自分の受験したい大学の過去問等で
わからないところに関する質問に答える。

29 ３年 化学 酸化還元反応 化学基礎および化学の範囲である酸化還元反応を復習する。

30 ３年 外国語（英語） 不得意講座
文法対策講座シリーズ
基礎から応用まで
１　時制・五文型

31 ３年 外国語（英語） 不得意講座 ２　分詞・関係詞

32 ３年 外国語（英語） 不得意講座 ３　仮定法

33 ３年 外国語（英語） 不得意講座 ４　比較

34 ３年 外国語(英語）
センター試験
ハーフ演習

８０分のセンター模試を４０分×１０回に構成した問題集を使います。前半１回４
０分問題をまず演習形式で取組み、後半の時間で解答確認解説等を行いま
す。テキストを購入します。得点率を４０→５０，５０→６０，６０→７０、７０→８０％
を目指します。教室で実際に取り組み、すぐに解説を聞くという講座です。（昨
年までのやり方で、変更可能です）

35 ３年 情報
明治大学情報コミュニ
ケーション学部『情報
総合』解説

明治大学情報コミュニケーション学部Ｂ日程で出題される『情報総合』の問題を
解き、解説を行う。
その他の問題を扱うこともある。

36 ３年
国語

（古文）
標準古文

センター試験国語過去問題集（購入済）にある古文の読解をしながら、受験に
必要な助動詞・助詞・敬語等を中心に学習します。センター試験や一般入試問
題に対応できる力をつけていきます。

37 ３年 国語
現代文　入試の問題
演習　大学のレベル
は日東専駒中心

大学の入試問題に慣れよう。経験値を積むのがレベルアップの道。合格を勝ち
取るためには70％以上の正解率が必要って知ってますか！？

38 ３年 国語 小論文入門
大学の推薦・AOに必要な小論文の力を養成する。
作文を書く以上、少人数で締め切る。

39 ３年 世界史Ｂ
大学受験用
前近代アジア史

授業で扱えない前近代のインド、東南アジア史を学習する

40 ３年 世界史（現代史）
中国以外のアジア現
代史

授業で扱うことができない、西アジア・南アジア・東南アジア史について講義をし
ます。時代は第１次世界大戦から第２次世界大戦までです。基礎レベルです
が、なじみが薄い地域なので難しく感じるかもしれません。

41 ３年 日本史Ｂ 大正史
昨年度授業で学習しなかった（もしくは学習したけど定着していない）大正時代
の歴史について学習します。二学期の放課後には昭和史および文化史の補講
をしていく予定です。

42 ３年
地理歴史

（日本史B）
センター試験
対策講座

原始・古代～近世（近現代を除く）を対象として、センター試験の過去問題をひ
たすら解きます。受講希望者は、この講座の開講までに、最低１回は原始・古
代～近世までを学習済みのこと（教科書を通読する、書き込みノートを完成させ
る等）。

43 ３年 公民（政経） 必選・政経の補講
通常の必選政経の補講。サブノートを入試までに完了させるために行います。
強制ではありませんが、２学期は夏期補講の次の単元から通常の授業を行い
ます。

44 ３年 数学
複素数平面 ２次曲線
（数学Ⅲ）

　国公立２次、私大受験用。数学Ⅲの演習
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45 ３年 数学
分数関数 極限
（数学Ⅲ）

　国公立２次、私大受験用。数学Ⅲの演習

46 ３年 物理 物理「熱と気体」講座 授業でできなかった、熱と気体に関する内容（P97～P121）を学習します。

47 ３年 生物 生物
・浸透圧、遺伝分野の補足講義
・実験考察問題、計算問題等の演習

48 ３年 美術 美大を目指す人
３年生は、受講日変更、増やすことは可能です。個別に対応します。デッサン、
平面構成、油絵など個別受検対応
※デッサン力の技術を上げたい人も参加可能

49 ３年
外国語
(英語）

センター試験
ハーフ演習

８０分のセンター模試を４０分×１０回に構成した問題集を使います。前半１回４
０分問題をまず演習形式で取組み、後半の時間で解答確認解説等を行いま
す。テキストを購入します。得点率を４０→５０，５０→６０，６０→７０、７０→８０％
を目指します。教室で実際に取り組み、すぐに解説を聞くという講座です。（昨
年までのやり方で、変更可能です）

50 ３年
外国語
(英語）

入試文法講座
ｾﾝﾀｰ長文講座

大学入試レベルの文法問題から、センター試験レベルの長文（図表や案内文を
含む読解や複数情報の読み取り等を中心に）読解を行います。センター試験や
一般入試に対応できる、基礎固めを行います。

51 ３年 英語

入試頻出文法・語法
問題　　徹底演習
発音・アクセントもやっ
ちゃうよ！

センター試験はもちろん、個別入試でも、文法・語法問題は頻出であるが、知ら
なければ解けない、知っていれば５秒で解ける！というようなことが多々ある。
この講習では、文法・語法問題に重点を置き、徹底的に問題を解く。ハイレベル
な問題にも挑戦する。発音・アクセント問題もやっちゃうよ！

52 ３年 英語
センターの英語！前
半を３０分でやっつけ
ろ！

８０分のセンター試験の第１問から第３問までを３０分で解く練習をする講座。予
習は一切いらない。その場で解いて、すぐに解説する。とにかく前半を３０分で
やっつける訓練をする。それ以上時間をかけていたら第４問から第６問は時間
が足りずに大変なことになるぞ！

53 ３年 英語 入試文法講座
入試出題頻度の高い中堅私大・センター試験の入試問題で構成された問題演
習を行います。ランダムに配列された文法・語法問題に挑戦するので、入試に
向けて、実力アップを目指しましょう。

54 ３年 物理 物理「熱と気体」講座 授業でできなかった、熱と気体に関する内容（P97～P121）を学習します。

55 ３年 日本史Ｂ 大正史
昨年度授業で学習しなかった（もしくは学習したけど定着していない）大正時代
の歴史について学習します。二学期の放課後には昭和史および文化史の補講
をしていく予定です。


