
夏期講習２０１６ 如水館高校 

≪英語≫ 

科目名 基本英文法 徹底演習 ≪ 基礎→応用 ≫ １SA 

講座内容 

（５）回 

１．「 不定詞 」 

２．「 動名詞 」 

３．「 分詞 」 

４．「 関係代名詞と関係副詞 」 

５．「 比較 」 

クラス名 1 年生Ｓ・Ａ類 

教員名 倉本 隆司 

 

科目名 基礎英文法 １AB 

講座内容 

（５）回 

１．動詞といろいろな文のかたち、現在・過去・未来 

２．進行形、現在完了形 

３．受け身、動名詞 

４．現在分詞・過去分詞、関係代名詞 

５．助動詞・比較、文の組み立て 

クラス名 1 年Ａ・Ｂ類 

教員名 杉原 博史 

 

 科目名 基本英文法の徹底（基本→応用）２SA 

講座内容 

（５）回 

第１回「動詞」と基本文型①（自動詞＆他動詞・知覚動詞・使役動詞 etc） 

第２回「動詞」と基本文型②（自動詞＆他動詞・知覚動詞・使役動詞 etc） 

第３回 to 不定詞の用法（名詞用法・形容詞用法・副詞用法） 

第４回 －ing 形の用法 

第５回 過去分詞形の用法 

クラス名 ２年Ｓ・Ａ類 

教員名 文字 佑太 



科目名 短期完成 基礎英文法 ２AB 

講座内容 

（５）回 

１．To 不定詞 （各用法・too…to～・enough to～） 

２．動名詞   （S+V+～ing・前置詞+～ing） 

３．分詞    （現在分詞・過去分詞） 

４．関係詞   （関係代名詞・関係副詞） 

５．仮定法   （仮定法過去・仮定法過去完了） 

クラス名 ２年Ａ・Ｂ類 

教員名 半田 裕実 

 

科目名 受験のための総合英語《基礎から発展へ》３ＳＡ 

講座内容 

（５）回 

１．数量形容詞・第４文型（３０題） 

    長文読解（１）適語選択《東京理科大学》 

２．関係詞・make/let/have/help/get（２０題） 

  英文読解（２）論理関係適語選択《センター》 

３．接続詞・時制重要事項（３０題） 

  英文読解（３）適語選択《西南学院大学》 

４．If なし仮定法・過去形助動詞（２４題） 
  英文読解（４）適語選択《立教大学》 

５．否定と比較・分詞（３５題） 

  英文読解（５）選択式問題＋和訳＋説明《名古屋大学》 

クラス名 ３年生Ｓ類・Ａ類  

教員名 前原 義明 

 

 科目名 英文法・語法の頻出問題徹底演習（前期）３AB 

講座内容 

（５）回 

１．時制・助動詞・受動態 

２．仮定法・準動詞（１） 

３．準動詞（２）・比較 

４．関係詞・接続詞（１）（２） 

５．動詞の語法 

クラス名 3 年Ａ類・Ｂ類 

教員名 信清光弘 

 



≪数学≫ 

科目名 センター試験数学ⅠＡ・ⅡＢ（３SAB） 

講座内容 

（５）回 

１．センター実戦問題 第１・２回（数学ⅠＡ） 

２．センター実戦問題 第３・４回（数学ⅠＡ） 

３．センター実戦問題 第５・６回（数学ⅠＡ） 

４．センター実戦問題 第１・２回（数学ⅡＢ） 

５．センター実戦問題 第３・４回（数学ⅡＢ） 

クラス名 ３年生Ｓ・Ａ・Ｂ類で数学ⅠＡまたは数学ⅡＢが必要な生徒 

教員名 井上 仁文 

 

科目名 センター数学（２S） 

講座内容 

（５）回 

１．２次関数（基本） 

２．２次関数（マーク式） 

３．２次関数（マーク式） 

４．三角比（マーク式） 

５．三角関数（マーク式） 

クラス名 ２年生 S 類 

教員名 井上 雅史 

 

科目名 数学ⅡＢ（２AB） 

講座内容 

（５）回 

１．2 次方程式，2 次不等式（数学Ⅰ） 

２． ２次方程式（判別式）（数学Ⅱ） 

３．解と係数の関係（数学Ⅱ） 

４．等差数列（数学Ｂ） 

５．等比数列（数学Ｂ） 

クラス名 ２年生Ａ類（文理共通），Ｂ類（理系） 

教員名 西浦 由依・奥田耕平 

 

 

 



 

科目名 数学ⅠＡ（１S） 

講座内容 

（５）回 

１．２次関数（最大最小：基本編） 

２．２次関数（最大最小：応用編） 

３．２次関数（最大最小：応用編） 

４．２次関数（演習：模試の過去問） 

５．２次関数（演習：模試の過去問） 

クラス名 １年生Ｓ類 

教員名 中岡 信也 

 

科目名 数学Ⅰ（１A） 

講座内容 

（５）回 

１．式の計算 

２．実数・1 次不等式 

３．集合と命題 

４．2 次関数のグラフ 

５．2 次関数の値の変化・2 次方程式と 2 次不等式 

クラス名 1 年生Ａ類 

教員名 小林 正直 

 

科目名 数学ⅠＡ（基礎）（１SAB） 

講座内容 

（５）回 

１．式の展開 

２．因数分解 

３．実数 

４．方程式と不等式 

５．組合せと順列 

クラス名 １年生Ｓ・Ａ・Ｂ類 

教員名 内木 寛・奥田 耕平 

 

 

科目名 医療・看護系専門学校受験対策講座 

講座内容 

（５）回 

１．基本的な計算（式の計算・無理数・因数分解・式の値） 

２．方程式（１次，２次方程式・１次，２次不等式・応用問題） 

３．絶対値の取り扱い（方程式・不等式など） 

４．三角比 

５．確率 

クラス名 医療・看護系専門学校希望で数学を必要とする生徒 

教員名 桒原 和司 



≪国語≫ 

科目名 わかる古典文法 １ＳＡ 

講座内容 

（５）回 

① 動詞（活用の種類・活用形） 

② 形容詞・形容動詞（活用の種類・活用形） 

③ 助動詞１（種類と識別 「る・らる、す・さす・しむ、む・べし」） 

④ 助動詞２（種類と識別 「き・けり、つ・ぬ・たり・り、なり・たり」） 

⑤ 用言総合（復習） 

クラス名 １年ＳＡ類 

教員名 有木 圭 

 

科目名 古典の基礎 １ＡＢ 

講座内容 

（５）回 

① 古文① 品詞分解と品詞の識別 

② 古文② 用言の活用の種類と活用形 

③ 古文③ 古語辞書を使って短い文章を読んでみよう。 

④ 漢文① 正確な書き下し文に！ 

⑤ 漢文② 句形に注意して文章を読んでみよう。 

クラス名 １年ＡＢ類 

教員名 穴手 保恵 

 

科目名 古典（古文文法の習得と活用）２ＳＡ 

講座内容 

（５）回 

① 古文 動詞の活用の種類と活用形 （見分け方と活用） 

② 古文 形容詞・形容動詞 （活用形・文法的用法・接続） 

③ 古文 助動詞 き・けり・つ・ぬ・たり・り（文法的意味と接続） 

④ 古文 助動詞 ず・む・むず・べし・じ・まじ（文法的意味と接続）  

⑤ 古文 助動詞 る・らる・す・さす・しむ（文法的意味と接続） 

クラス名 ２年ＳＡ類 

教員名 木村 恵 

 



科目名 古典の基礎固め ２ＡＢ 

講座内容 

（５）回 

① 古文 用言（短文を用いて動詞・形容詞・形容動詞を復習する。） 

② 古文 助動詞（短文を用いて助動詞を理解する。） 

③ 古文 現代語訳（辞書を用いながら短文の訳ができるようになる。） 

④ 漢文 書き下しを繰り返し行う。 

⑤ 漢文 句法を中心に短文を現代語訳する。 

クラス名 ２年ＡＢ類 

教員名 森 靜 

 

≪理科≫ 

科目名 化学（化学実験講座）３SAB 

講座内容 

（５）回 

１．化学実験（その１） 

２．化学実験（その２） 

３．化学実験（その３） 

４．化学実験（その４） 

５．化学実験（その５） 

クラス名 高３SAB 類理系 

教員名 下久吉 博宣・渡部 裕也 

 

科目名 生物（問題演習）理系 3SA 

講座内容 

（５）回 

１．第 1編 １章 細胞と分子 問題演習・解説 

２．    1章 細胞と分子 2章 代謝 問題演習・解説 

３．    3章 遺伝情報と発現 問題演習・解説 

４．    3章 遺伝情報と発現 問題演習・解説 

５．    4章 有性生殖 問題演習・解説 

クラス名 3年 SA類（理系）：受験で生物が必要な生徒 

教員名 木寺 恭平 

 



科目名 物理（電子と光、原子と原子核講座） ３SAB 

講座内容 

５回 

１．電子の発見  

２．光の粒子性 

３．物質の波動性 

４．原子の構造 

５．原子核、原子核崩壊、核反応 

クラス名 高３SAB 類理系 

教員名 大崎弘道 

 

《地歴公民科》 

科目名 世界史Ｂ「世界史センター対策講座」 

講座内容 

（５）回 

①古代オリエント世界 

②古代地中海世界 

③南アジア世界 

④東アジアの古代文明 

⑤東アジア世界（宋代まで） 

クラス名 ３年ＳＡ 

教員名 米原 真吾 

 

《代ゼミサテライン英数現古》 

科目名 代ゼミサテライン センター英語（西谷） 

講座内容 

（５）回 

① 発音・アクセントと音読・リスニング 

② 文法・語法・語彙力の構築と会話・整序の基礎 

③ 論理的読解（１）～第３問～ 

④ 図表付読解とパンフ～有効情報の抜き出し方～ 

⑤ 論理的読解（２）～第６問～ 

クラス名 ３年 ２年 

教員名 前原・倉本・藤井・信清・文字 

 



科目名 代ゼミサテライン：センター試験数学ⅠＡ・ⅡＢ（森谷） 

講座内容 

（５）回 

１．数ⅠＡ 

２．数ⅠＡ 

３．数ⅡＢ 

４．数ⅡＢ 

５．数ⅡＢ 

クラス名 ３年生Ｓ・Ａ・Ｂ類 

教員名 西浦 由依 

 

 

科目名 代ゼミサテライン センター現代文（船口） 

講座内容 

（５）回 

① 「センター評論」出題の特徴と攻略法（１） 

② 「センター評論」出題の特徴と攻略法（２） 

③ 「センター小説」出題の特徴と攻略法（１） 

④ 「センター小説」出題の特徴と攻略法（２） 

⑤ 解法演習と今後の対策法 

クラス名 ３年 ２年 

教員名 稲田慎也 田中康平 高山絵里香 

 

 

科目名 代ゼミサテライン センター古典（望月） 

講座内容 

（５）回 

① 古文（センター試験の類題） 

② 古文（センター試験の問題） 

③ 古文（センター試験の問題） 

④ 漢文（センター試験の類題） 

⑤ 漢文（センター試験の問題） 

クラス名 ３年 ２年 

教員名 服部陽子 木村恵 



 


