
２０２２年度　夏休み中の講座について                                         2022年7月14日
=中学生対象講座
=中学高校全学年対象講座
=高校生対象講座

先生 英語　鳥越
講座名 English Song（英語の歌）
対象 中学高校全学年
日時 7月20日(水)9：00～10：15
教室 第１演習室
内容 BTSの「Butter」を英語でカッコよく歌えるようになろう。K-POP好き・洋楽好きは集まれ！
備考 メロディだけは覚えてきてもらえるとスムーズです。

先生 英語　鳥越
講座名 English Drama（英語劇）
対象 中学高校全学年(中級)
日時 7月20日(水)10：30～11：45
教室 第１演習室

内容
短いスキットを利用して、英語の表現を勉強しましょう。覚えたら、実際に声に出してロールプレイン
グをしてみよう！

備考 参加希望者は事前に鳥越先生まで。

先生 英語　鳥越
講座名 おもてなしEnglish 
対象 中学高校全学年(中級)
日時 7月28日(木)12：30～15：00
教室 第１演習室

内容
あなたは街中で困っている外国人を見つけたら、英語で声をかけるこができますか？外国の文化を
交えながら、どのようにおもてなしができるか、一緒に考えていきましょう。

備考 参加希望者は事前に鳥越先生まで。

先生 英語　原
講座名 スタサプテキストバージョン
対象 中学２年生
日時 ８月２９日　９時から
教室 ２－A
内容 スタサプ配信課題未完了者対象

先生 英語　原
講座名 スタサプテキストバージョン
対象 中学３年
日時 ８月２６日　９時から
教室 ３－A
内容 スタサプ配信課題未完了者対象

先生 英語　加藤
講座名 高校入試問題（長文）にトライ！
対象 中学生上級　＆　高校生初級
日時 ７月２６日　２８日　２９日　（８月１日）　の連続２コマ
教室 未定
内容 公私立を問わず、入試問題を解き、応用力を養う。予習は不要。

先生 英語　高貝
講座名 高校１年英文法
対象 高校１年
日時 未定（７月２３日～２６日以外）
教室 １年１組
内容 受動態・助動詞・動名詞・不定詞（１日１コマで、４日分）
備考 夏休みの宿題プリント、必要あればノート・ルーズリーフを。

先生 英語　木村
講座名 英文法基礎
対象 高校１年～２年
日時 ７月２８日　９～１２時（休憩時間あり）
教室 未定
内容 ５文型のおさらい

先生 英語　加藤
講座名 「動詞の語法」と「準動詞」中心
対象 高校２年　＆　高校３年
日時 ８月２９日　３０日　３１日　の連続２コマ
教室 未定
内容 文法読解後に演習問題。解答解説で内容定着を目指す
備考 多少の予習が必要

英語



先生 英語　田村
講座名 長文読解（中堅大学レベル）
対象 高校３年　文理コース対象
日時 ８月４日(木)午前中
教室 ３年１組
内容 中堅レベル大学の入試問題を扱う

先生 英語　鳥越
講座名 “基礎から出直し”中学英語（全14回）
対象 中学初級レベル ※高校生でも中学範囲の復習として参加も可能
日時 ７月２８日　２９日　８月２日　１６日　１７日　詳しい時間は鳥越先生に直接聞いてください。
教室 第一演習室

内容

単発の講座を全14回実施。全て参加するの可能だが、苦手な単元のみ受講することも可能。
第1回：be動詞（中１範囲）　第2回：一般動詞（中１範囲）　第3回：進行形（中１範囲）
第4回：疑問文（中１範囲）　第5回：命令文（中１範囲）　 　第6回：助動詞（中２範囲）
第7回：受動態（中２範囲）　第8回：不定詞（中２範囲）      第9回：動名詞（中２範囲）
第10回：分詞（中２範囲）    第11回：比較（中２範囲）       第12回：現在完了（中３範囲）
第13回：関係代名詞（中３範囲）   第14回：仮定法（中３範囲）

備考 参加希望者は事前に鳥越先生まで。

先生 英語　鳥越
講座名 英検対策講座（準2級・2級）
対象 中学高校全学年

日時
≪準2級≫①8月19日(金)12：00～13：20　②8月20日(土)9：00～10：20
≪2級≫①8月19日(金)13：30～15：00　②8月20日(土)10：30～12：00

教室 第１演習室

内容
9月30日実施の第2回英検の受験を予定している人や、第3回全員受験に向けて準備をしたいという
人向けに一次試験対策を行います。※各講座とも2回で１セット

備考 参加希望者は事前に鳥越先生まで。

先生 英語　鳥越
講座名 “攻め”の高校英語
対象 高校中級以上

日時

【比較】①8月22日(月)12：00～13：20　②8月23日(火)12：00～13：20
【関係詞】①8月22日(月)13：30～15：00　②8月23日(火)13：30～15：00
【仮定法】①8月25日(木)12：00～13：20　②8月26日(金)12：00～13：20
【長文読解】①8月25日(木)13：30～15：00　②8月26日(金)13：30～15：00

教室 第１演習室

内容
単発の講座を単元・内容ごとに４種類実施します。全て参加することもできますし、1種類のみ受講も
可能。(１)比較　　(２)関係詞　(３)仮定法　(４)長文読解　※各講座とも2回で１セット

備考 参加希望者は事前に鳥越先生まで。

先生 数学　石川
講座名 中学１年生数学の基礎
対象 中学１年（中学２年・中学３年）
日時 ８月１６日・１７日の９：３０～１０：３０
教室 １年Ａ組
内容 中学１年のこれまでの復習

先生 数学　大川
講座名 数学Ⅰ・A
対象 高校１年
日時 受講希望者要相談
教室 未定
内容 期末対策（基本的に質問を聞く形で）　　　　　　教科書、ノート、やる気を持参で

先生 数学　十時
講座名 基礎から出直し中学数学
対象 中学範囲の復習をしたい高校１年
日時 ７月２６日・２８日の９：３０～１０：３０　８月２６日・３０日の１３：３０～１４：３０
教室 空いていれば第一演習室
内容 中学内容の復習（中学生の参加も可）

先生 数学　十時
講座名 数Ⅰ・数Ⅱ（青チャート応用）
対象 高校２年
日時 ８月２日１３時～　　　８月２５日１３時～
教室 ４号館の教室（後日指定）
内容 ８月２日：数Ⅰ２次関数と方程式　　８月２５日：数Ⅱ高次方程式・不等式

先生 数学　水上
講座名 大学入学共通テストレベル数学ⅠA
対象 高校３年　高校２年
日時 ７月３０日　８月３日　８月２０日　８月２４日の１０：００～１１：３０
教室 ４号館　第１０演習室
内容 共通テストレベルの問題演習を行います。
備考 教科書・ノート
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先生 国語　岸田
講座名 読書感想文サポート
対象 中学１年
日時 ７月２６日　８月２日　１６日　２３日　３０日　全て１２時ごろから
教室 １－A
内容 本の選び方から読み方、読書感想文の書き方までをサポートします。
備考 希望者は岸田先生まで。持ち物はB4作文用紙、メモ用紙、筆記用具

先生 国語　多比羅
講座名 高１　古文・漢文
対象 高校１年
日時 ８月２日　３日　４日の１３：３０～
教室 第１演習室
内容 古典文法の復習、および漢文基礎
備考 希望者は７月１９日(火)までに多比羅先生まで。

先生 国語　多比羅
講座名 小論文・志望理由書添削
対象 高校３年　オール帝京以外受験者
日時 要相談
教室 第１演習室
内容 指定校・AO・一般受験等の小論文・志望理由書等の添削指導（個別）
備考 希望者は多比羅先生まで。

先生 理科１　日村
講座名 理科１　総復習
対象 中学３年
日時 ８月１日(月)　９：３０～１０：３０
教室 どこでも
内容 イオンのでき方等、「しくみ」をしっかり復習します。 ノート・授業プリント持参。

先生 化学　日村
講座名 気体の性質（計算演習）
対象 高校２年
日時 ８月２３日(火)　９：３０～１０：３０
教室 どこでも
内容 計算演習を中心に発展的な内容も扱います。　ノート・授業プリント持参

先生 理科　村山
講座名 化学基礎
対象 高校２年１組
日時 毎週火曜日　９～１２時
教室 ２年１組
内容 化学基礎の基本を復習。２年１組以外で参加したい生徒は村山先生まで。教科書持参。

先生 理科　関口
講座名 物理基礎　力学演習
対象 高校２年　高校３年
日時 ８月１６日　１９日　２４日　の午後（１２：００～１５：００）
教室 物理室

内容
物理基礎の力学分野（等加速度直線運動・力のつり合い・運動方程式・仕事と力学的
エネルギー保存則）

備考 その他の内容でも対応可能なので質問がある生徒は来室してください。

先生 化学　日村
講座名 理論化学の演習
対象 高校３年
日時 ８月１５日・１６日の９：３０～１０：３０
教室 どこでも
内容 １６日：結晶構造　気体計算　　１７日：電気分解　化学平衡

先生 理科　清水
講座名 生物演習
対象 高校３年生
日時 ７月２６日　８月１日　１５日　２３日の午後
教室 ４号館３－Ｍ教室
内容 生物を受験科目として使用する生徒を対象に、自習が難しい部分をメインに行う。
備考 ７月１５日(金)までに希望者は清水先生まで。

先生 生物　大澤
講座名 生物基礎演習
対象 高校３年
日時 ７月２７日　８月２日　４日　の午後
教室 ３年４組
内容 生物基礎の総復習を行います。総合型選抜・一般入試対策として参加してください。
備考 持ち物は教科書
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先生 社会（地理）　堀江
講座名 宿題対策講座
対象 中学２年　高校１年
日時 ８月２９日(月)　８月３０日(火)　午前中
教室 未定
内容 夏休みの宿題を実施する時間。自分でできない人は参加すること。
備考 夏休みの宿題、通常の授業道具

先生 社会（地理）　堀江
講座名 共通テストをやってみよう！！（入門編）
対象 高校１年～３年
日時 ７月２６日(火)　午前中
教室 未定
内容 地理総合は一般常識で回答できるものも多いです。進路に向け共通テストを体験してみよう！
備考 持ち物不要だが、地図帳などがあると良い。

先生 日本史　安部
講座名 テーマ別日本史
対象 高校２年・高校３年
日時 ８月１７日・２２日の午前中
教室 未定
内容 普段の授業では中々扱わないテーマ（感染症・自然災害など）をやります。入試にも役立つ！
備考 持ち物は教科書・資料集

先生 社会　吉元
講座名 日本史
対象 高校３年
日時 ８月２４日　２５日　２６日　の午後
教室 未定
内容 共通テスト対策  教科書・ノート・資料集持参

先生 社会　西谷
講座名 受験世界史（テーマ別）
対象 高校３年
日時 ７月２９日午後　３０日・８月２日午前　１５日・１８日午後　（午前：９～１２時　午後：１２～１５時）
教室 未定
内容 テーマ別に受験レベルの世界史講義を行います。テーマは受講希望者と話し合い決定。
備考 教科書・ノート

先生 社会　西谷
講座名 受験政治経済（テーマ別）
対象 高校３年
日時 ８月２３日・２４日・２５日の午後（１２～１５時）
教室 未定
内容 受験政経を講義。テーマは受講希望者と話し合い決定。小論指導などの相談にも応じます。
備考 教科書・ノート

先生 社会　西谷
講座名 新聞を読もう　社会をしろう
対象 中学高校全学年対象
日時 ８月２２日午後
教室 図書室（予定）
備考 普段読まない新聞を読み、気になる記事を掘り下げ、社会を知ろう。小論文対策にもなります。
内容 新聞でなくても、普段気になるニュースを掘り下げるのも可。

社会


