講座内容
麻生本校

教科名

講座名

講師

第①ターム 講座内容

第②ターム 講座内容

第③ターム 講座内容

共通テスト
英語A1

佐々木

共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ 共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ 共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ
ツを解説します。共通テスト読解8割以上獲得を目指し ツを解説します。共通テスト読解8割以上獲得を目指し ツを解説します。共通テスト読解8割以上獲得を目指し
ます。
ます。
ます。

共

共通テスト
英語A2

佐々木

共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ 共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ 共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ
ツを解説します。共通テスト読解8割以上獲得を目指し ツを解説します。共通テスト読解8割以上獲得を目指し ツを解説します。共通テスト読解8割以上獲得を目指し
ます。
ます。
ます。

共

共通テスト
英語HS1

許士

共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ 共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ 共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ
ツを解説します。共通テスト読解7割以上獲得を目指し ツを解説します。共通テスト読解7割以上獲得を目指し ツを解説します。共通テスト読解7割以上獲得を目指し
ます。
ます。
ます。

共

共通テスト
英語HS2

許士

共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ 共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ 共通テスト対策として必要な知識を整理し、解法のコ
ツを解説します。共通テスト読解7割以上獲得を目指し ツを解説します。共通テスト読解7割以上獲得を目指し ツを解説します。共通テスト読解7割以上獲得を目指し
ます。
ます。
ます。

共
二
私

医学部英語

佐々木

長文総合問題全般について、国立大学の入試問題を
題材に読解力をつける講座です。国公立大医学部志
望者向けの応用コース。

長文総合問題全般について、国立大学の入試問題を
題材に読解力をつける講座です。国公立大医学部志
望者向けの応用コース。

二
私

二次ハイレベル 佐々木
英語

長文総合問題全般について、上位国公立大学の入試
問題を題材に解答能力を養成する講座です。医学部など
上位国公立志望の生徒向けの応用コース。

長文総合問題全般について、上位国公立大学の入試 長文総合問題全般について、上位国公立大学の入試
問題を題材に解答能力を養成する講座です。医学部など 問題を題材に解答能力を養成する講座です。医学部など
上位国公立志望の生徒向けの応用コース。
上位国公立志望の生徒向けの応用コース。

二
私

二次スタンダード 許士
英語

長文総合問題全般について、中上位私大・国公立大
学の入試問題を題材に読解力・要約能力をつける講
座です。上位校を狙うための力をつけたい生徒向けの
コース。

長文総合問題全般について、中上位私大・国公立大 長文総合問題全般について、中上位私大・国公立大
学の入試問題を題材に読解力・要約能力をつける講 学の入試問題を題材に読解力・要約能力をつける講
座です。上位校を狙うための力をつけたい生徒向けの 座です。上位校を狙うための力をつけたい生徒向けの
コース。
コース。

英

共

語

『ベクトル、数列 』
（ 数学Ｂ）
を取り扱います。ベクトル、
『確率』(数学Ａ)を取り扱います。難関大の数学ⅠＡ分野
『関数』(数学Ⅱ)を取り扱います。解法の手順が重要でか
数列は慣れが大切。解法のパターンをもれなく知って
の頻出問題を取り扱います。基本から考えていく難関大
つ計算力を要し、意外と手間取ります。ここでマスターしま
おくことが重要です。ここでマスターしましょう。北大レ
ならではの解法と記述をマスターしましょう。北大レベル
しょう。北大レベル志望者のコースです。
ベル志望者のコースです。
志望者のコースです。

数

共
二
私

数学ⅠＡⅡＢ
ハイレベル

新保

共
二
私

数学ⅠＡⅡＢ
スタンダード

柴田

数学ⅠＡ分野の国私理系学部でよく出題されるタイプ
の問題の解法を修得し、活用できるようになることを目
的とします。難易度はやや易〜標準のレベル。

数学Ⅱ分野の国私理系学部でよく出題されるタイプの問 数学B分野の国私理系学部でよく出題されるタイプの
題の解法を修得し、
活用できるようになることを目的としま 問題の解法を修得し、活用できるようになることを目的
とします。難易度はやや易〜標準のレベル。
す。難易度はやや易〜標準のレベル。

共

共通テスト
数学A1

古屋

共通テスト数学ⅠA各分野ごとに標準レベルの問題に幅
広く対応する力を身につける目標80％のコースです。

共通テスト数学Ｂ(数列・ベクトル)の各分野ごとに標準
共通テスト数学Ⅱの各分野ごとに標準レベルの問題に
レベルの問題に幅広く対応する力を身につける目標
幅広く対応する力を身につける目標80％のコースです。
80％のコースです。

共

共通テスト
数学S1

柴田

共通テスト数学ⅠA各分野ごとに標準レベルの問題に幅
広く対応する力を身につける目標70％のコースです。

共通テスト数学Ⅱの各分野ごとに標準レベルの問題に
幅広く対応する力を身につける目標70％のコースです。

共
二
私

医学部数学

前田

『確率』
（数学Ａ）
を取り扱います。医学部入試で、克服し
ておかなければいけない最重要分野の1つです。難関大
ならではの解法をマスターしましょう。

共通テスト数学Ｂ(数列・ベクトル)の各分野ごとに標
準レベルの問題に幅広く対応する力を身につける目
標70％のコースです。

学
『複素数平面』(数学Ⅲ)を取り扱います。前期授業から
の継続をうけて、
この夏期講習で一気に仕上げていきま
す。苦手な受験生が多く、先手必勝といきましょう。

『 微 積 分の融 合 問 題 』
を取り扱います。
「 数 列の極 『複素数平面』
を取り扱います。前期授業からの継続
限」〜「積分法」
までのレベルアップを図ります。北大 をうけて、
この夏期講習で一気に仕上げていきます。
レベル志望者のコースです。
北大レベル志望者のコースです。

国 語

二
私

数学Ⅲマスター 新保
ハイレベル

二
私

数学Ⅲマスター
柴田
スタンダード

極限・微分の範囲を扱います。標準的な難易度の問
題を解くことにより、
グラフの書き方、
グラフによる符
号の判断の仕方など、
「グラフによる解法」
を意識した
講義を行います。

積分および複素数平面の範囲を扱います。標準的な
難易度の問題を解くことにより、知識の定着・問題の
解法の整理ができるように講義を行います。

共

共テ数学
重要問題徹底

柴田

数学ⅠＡの各分野ごとに基礎レベルの問題や頻出パ
ターンを簡単な入試問題を通して、徹底して理解、演
習するコースです。

数学Ⅱの各分野ごとに基礎レベルの問題や頻出パ
ターンを簡単な入試問題を通して、徹底して理解、演
習するコースです。

数学Bの各分野ごとに基礎レベルの問題や頻出パ
ターンを簡単な入試問題を通して、徹底して理解、演
習するコースです。

共通テスト
国語A1・A2

共通テスト現代文 トレンドをとらえる。

共

佐谷

現役作家の新しめの評論と小説でトレーニングをしま
す。教科書でおなじみの古い著述家ばかりではいまど
きの共通テストには対応できません。

共通テスト古文 物語を制覇する。
頻繁に出題されては受験生を悩ますハれたホれたの物
語。あるいは不思議な伝奇物語。
これらを攻略すれば
古文は完璧。
付録：古文のモト夏版付き

共通テスト漢文 伝承・怪異譚を攻略する。
儒教的な説教ばなしではない不思議な物語がしばしば
出題され、漢文といえば、史記と論語ばかりだった人を
翻弄している。
この手の漢文を制覇する。
付録：漢文のモト夏版付き

共通テスト
国語H1・H2

木下

共通テスト現代文を制覇する。
基本からステップバイステップでつみあげていきます。
評論と小説、配点はどちらも50点、
どちらかが「苦手」
のまま秋を迎えてはなりませぬ。
付録：現代文読解のモト夏版付き

共通テスト古文を制覇する。
頻繁に出題されては登場人物が混乱してしまう物語。
でもおはなしにはパターンというものがあります。
付録：古文のモト夏版付き

共

付録：現代文読解のモト夏版付き

二
私

二次ハイレベル 佐谷
国語

二
私

二次スタンダード 木下
国語

国立二次、難関私大の現代文の読解と設問研究
国立二次・難関私大の古文の読解と設問研究
現代文は方法と知識で確実にレベルアップできます。私 私立難関大学・国立大学二次の論述型の古文問題の
立難関大・国立二次問題の文章の読解方法・設問の 読解ポイント、
出題されやすい項目を整理し、
解答のつく
特徴について研究します。配点の50%〜70%を占める りかたを練習していきます。
現代文です。確実に得点しましょう。
付録：古文読解のモト夏版付き
付録：現代文読解のモト夏版付き

内容納得現代文講座 実際の国公立・私立大学の入
試問題を用い、語彙力の充実、論の展開を通して、論旨の
完全読解を身に付けます。
これによって、話題の知識教養
が、
しっかり記憶に残ります。読めれば、問いは必ず解ける！

共通テスト漢文を制覇する。

国語で最も点数のとりやすいのは漢文です。基本的な
短い文章から、
ステップバイステップで小説・説話類書
といった物語を攻略していきます。

付録：漢文のモト夏版付き

国立二次・難関私大 漢文の読解と設問研究
私立難関大・国公立大学二次の漢文の問題は、
よく出
題される句法、文字、漢文常識がくりかえし出題されま
す。読解の方法と設問の解法の訓練をおこないます。
付録：漢文読解のモト夏版付き

入試実戦古文演習 助詞・助動詞/敬語/主語の確定/修辞
解法こだわり現代文講座 十分な読解を前提に、設問 技法といった文法事項をどのようにして現実の入試問題で得
の 解 答 の 正 確な求 め 方を徹 底 的 に 練 習します 。 点につなげるのか、実際の国公立、私立大学入試問題を素
MARCH、国公立大学の問題傾向を体感してみよう。
材に文法をかためつつ、
それを得点力に進化させるトレーニン
グをすすめます。

麻生本校

教科名

講座名

講師

第①ターム 講座内容

浅野

前期の通常授業で扱った基本事項の確認や、計算力
の養成に加えて、共通テスト対策として、
力学の共通テ
スト過去問演習を行います。

二
私

物理ハイレベル 新保

２次試験でよく出題されるテーマの問題を用いて、物理
現象を理解し、
その知識を用いて実際に問題が解けるよ
うになることを目的とします。
１タームは力学および熱力学
の範囲を扱います。

２次試験でよく出題されるテーマの問題を用いて、物理
現象を理解し、
その知識を用いて実際に問題が解けるよ
うになることを目的とします。
３タームは波動および電気
の範囲を扱います。

共
二
私

物理スタンダード 新保

よく出題されるテーマの問題(基礎〜標準）
を用いて、物
理現象を理解し、
その知識を用いて実際に問題が解け
るようになることを目的とします。
１タームは力学および熱
力学の範囲を扱います。

よく出題されるテーマの問題(基礎〜標準）
を用いて、
物理現象を理解し、
その知識を用いて実際に問題が
解けるようになることを目的とします。
３タームは波動お
よび電気の範囲を扱います。

共

物理基礎

第②ターム 講座内容

笹井

前期の通常授業で扱った基本事項の確認や、計算力
の養成に加えて、共通テスト対策として、少し見慣れない
問題にも挑戦してもらいます。

共

共通テスト化学 新保

夏期講習では、理論化学を中心に扱います。基本事項
の確認や、計算力の養成に加えて、共通テスト対策とし
て、少し見慣れない問題にも挑戦してもらいます。

二
私

化学ハイレベル 新保

少し難易度の高い入試問題に挑戦して、実力を養成
します。
１タームは理論化学を扱います。

二
私

化学スタンダード 笹井

大学入試頻出問題を解くことにより、基本知識の確認 大学入試頻出問題を解くことにより、基本知識の確認を
をします。範囲は熱、pH・中和、酸化還元を中心に構 します。範囲は三態、混合物の計算、可逆反応を中心に
成します。
構成します。

共

理 科

共

化学基礎

生物基礎

黒田

第③ターム 講座内容

少し難易度の高い入試問題に挑戦して、実力を養成
します。
３タームは有機化学を扱います。

共通テストに向けた思考力を重視した問題練習を行い
ます。

二
私

生物ハイレベル 黒田

北大の過去問を扱い傾向と対策に役立てます。

医学部、難関大学の過去問から新傾向の問題を扱い
ます。

共
二
私

生物スタンダード 黒田

教科書の内容が理解されているかをみる標準的な問
題練習を行います。細胞、代謝、遺伝情報の発現、生
殖と発生の分野です。

教科書の内容が理解されているかをみる標準的な問
題練習を行います。刺激と反応、植物の環境応答、生
物の集団、進化、系統の分野です。

実践的に問題を解きます。主に、宇宙のはじめ、太陽
系のはじめ、地球のはじめ、生物のはじめに関する共通
テスト過去問をいっしょに解いていきます。

共

地学基礎

浅野

共
二
私

テーマ日本史

三井

文化史を政治史、社会経済史とうまく結びつけて理解するこ
とが高得点への必須の道です。飛鳥〜江戸（化政）
までの文
化史を政治史などとからめながら一気にまとめて講義し、演習
も行います。作者―作品を覚えるという暗記型文化史理解で
はなく、時代のなかで生まれた意味を考え文化を理解しよう。

共
二
私

テーマ世界史

多田

中国とイスラームの文化を政治史と関連付けて学習
します。共通テスト80%〜90%目標の受験生におス
スメです。

共
二
私

テーマ地理

佐谷

毎年苦手な人の多くでる地図、地形図を含む問題を練
習します。地図も写真もグラフをそれ単独で出題されるこ
とはまれで、基礎知識の世界地理、各国地誌との組みあ
わせで出題されるので、
これら基礎知識を確認しながら、

地歴公民

共

図や写真を読みとく特訓となります。

主に国会・内閣、地方自治、国際連合、西欧・日本の思
想、経済理論などを扱います。夏期講習では、
自身の現
在における実力の２０〜３０％アップを目標にして授業展
開します。

テーマ現代社会 金坂

共通テスト倫理は、選択肢の文章が3行もしくはそれ以
上にわたる問題が多くみられ、深い理解や読解力・思考
力が要求されます。
そこで苦手な人の多い、西洋近代思
想、
日本近代思想、現代の思想を効率的に学習、入試
で得点できる実力を養います。

共

テーマ倫理

佐谷

共
二
私

テーマ政経

金坂

主に国会・内閣、地方自治、国際連合、東西冷戦、経済
理論などを扱います。夏期講習では、
自身の現在におけ
る実力の２０〜３０％アップを目標にして授業展開します。

共

テーマ倫政

松田

８０点以上講座 基礎知識の正確な理解を基に、頻出
問題を確実に得点し、応用問題にも適切に対応できる
実践力を獲得しよう。

二
私

二次私大
日本史総合
（WEB）

福山

二
私

二次私大
世界史総合
（WEB）

神野

入試で問われるポイントや生徒が躓きやすいポイントを
徹底解説。写真や史料などを使って、
日本史の流れと頻
出事項を確実に押さえます。
（夏期範囲）
幕藩体制、文治政治

入試で問われるポイントや生徒が躓きやすいポイントを
徹底解説。写真や史料などを使って、
日本史の流れと頻
出事項を確実に押さえます。
（夏期範囲）
幕藩体制、文治政治

世界史の入試問題を徹底的に分析し、入試に必要な情 世界史の入試問題を徹底的に分析し、入試に必要な情
報のみを集約した板書と確認問題で完全に攻略しま 報のみを集約した板書と確認問題で完全に攻略しま
（夏期範囲）
絶対王政期のヨーロッパ、
フランス革命
す。
（夏期範囲）
絶対王政期のヨーロッパ、
フランス革命 す。

