
2018年度　新年度特別招待講習　講座一覧

■中高一貫校講座
NO 教科 学年 講座名 講座コード 講師 レベル カリキュラム

1 英語 新中１ 中高一貫校講座　スタンダード英語Ⅰ　前期　第１章 18562 井上　洋平 私立上位 アルファベット・ローマ字

2 英語 新中１ 中高一貫校講座　ハイステージ英語Ⅰ　第１章 19003 森田　鉄也 灘・開成レベル be動詞・疑問文・名詞・冠詞・形容詞

3 英語 新中１ 中高一貫校講座　ハイレベル英語Ⅰ　前期　第１章 18554 西田　昌史 私立最上位 名詞・形容詞

4 英語 新中１ 中高一貫校講座　スタンダード英語Ⅰ　前期　第２章 19224 井上　洋平 私立上位 名詞・形容詞

5 英語 新中２ 中高一貫校講座　ハイステージ英語Ⅱ　第１章 19062 森田　鉄也 灘・開成レベル 助動詞・名詞

6 英語 新中２ 中高一貫校講座　ハイレベル英語Ⅱ　前期　第１章 18597 西田　昌史 私立最上位 比較・相関接続詞

7 英語 新中２ 中高一貫校講座　スタンダード英語Ⅱ　前期　第１章 19232 井上　洋平 私立上位 時制（過去・現在・未来）・付加疑問・接続詞

8 数学 新中１ 中高一貫校講座　ハイステージ代数　前期　第１章 29300 松田　聡平 灘・開成レベル 正負の数・文字式・１次方程式・１次不等式

9 数学 新中１ 中高一貫校講座　ハイレベル代数　前期　第１章 28614 築舘　一英 私立上位 正・負の数、文字式

10 数学 新中１ 中高一貫校講座　スタンダード代数　前期　第１章 28622 矢加部　淳 私立中堅 正負の数と文字式

11 数学 新中１ 中高一貫校講座　ハイレベル幾何　前期　第１章 28045 築舘　一英 私立最上位 三角形の合同条件と証明

12 数学 新中１ 中高一貫校講座　スタンダード幾何　前期　第１章 28851 東進数学科 私立上位 平面図形の基礎と作図

13 数学 新中２ 中高一貫校講座　ハイレベル代数　前期　第３章 28061 築舘　一英 私立最上位 式の展開と因数分解

14 数学 新中２ 中高一貫校講座　スタンダード代数　後期　第１章 28657 矢加部　淳 私立上位 展開と因数分解

15 数学 新中２ 中高一貫校講座　スタンダード幾何　後期　第１章 28118 東進数学科 私立上位 相似と線分比

16 数学 新中1 中高一貫校講座　スタンダード代数　前期　第１章　※ 29807 沖田　一希 私立上位 正・負の数、文字式

※　沖田一希先生の 「中高一貫校講座　スタンダード代数　前期　第１章（講座コード 29807）」 は、2月1日開講予定です。

1講座　全6回　：　講義5回（90分×5回）＋講座修了判定テスト1回（解説授業あり 90分）の合計

■中学対応講座　難関
NO 教科 学年 講座名 講座コード 講師 レベル カリキュラム

1 英語 新中１ 中学対応講座　難関英語 中１　前期　第１章 18856 井上　洋平 公立上位 be動詞

2 英語 新中２ 中学対応講座　難関英語 中２　前期　第１章 19240 井上　洋平 公立上位 be動詞の過去形   

3 英語 新中３ 中学対応講座　難関英語 中３　前期　第１章 19267 西田　昌史 公立上位 現在完了     

4 数学 新中１ 中学対応講座　難関数学 中１　前期　第１章 29440 東進数学科 公立上位 正負の数・文字式

5 数学 新中２ 中学対応講座　難関数学 中２　前期　第１章 29467 東進数学科 公立上位 式の計算と連立方程式

6 数学 新中３ 中学対応講座　難関数学 中３　前期　第１章 29475 大吉　巧馬 公立上位 展開と因数分解

1講座　全6回　：　講義5回（90分×5回）＋講座修了判定テスト1回（解説授業あり 90分）の合計
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■中学対応講座　上級
№ 教科 学年 講座名 （単元名） 講座コード 講師名 レベル カリキュラム

1 英語 新中１ 中学対応講座　上級英語Ⅰ　中１前期① 19364 杉山　一志 中上位 be動詞

2 英語 新中１ 中学対応講座　上級英語Ⅰ　中１前期② 19372 杉山　一志 中上位 一般動詞/複数形

3 英語 新中１ 中学対応講座　上級英語Ⅰ　中１後期③ 19429 杉山　一志 中上位 過去形

4 英語 新中１ 中学対応講座　上級英語Ⅱ　中２前期① 19437 武藤　一也 中上位 be動詞の過去形/There is～

5 英語 新中２ 中学対応講座　上級英語Ⅱ　中２前期② 19445 武藤　一也 中上位 未来の文/助動詞

6 英語 新中２ 中学対応講座　上級英語Ⅱ　中２前期④ 19461 武藤　一也 中上位 不定詞/動名詞

7 英語 新中２ 中学対応講座　上級英語Ⅱ　中２後期② 19488 武藤　一也 中上位 比較

8 英語 新中２ 中学対応講座　上級英語Ⅱ　中２後期③ 19496 武藤　一也 中上位 受動態

9 英語 新中３ 中学対応講座　上級英語Ⅲ　中３前期① 19500 大岩　秀樹 中上位 現在完了

10 数学 新中1 中学対応講座　上級数学Ⅰ　中１前期① 29572 山之内　聖拡 中上位 正負の数

11 数学 新中1 中学対応講座　上級数学Ⅰ　中１前期② 29580 山之内　聖拡 中上位 文字式

12 数学 新中1 中学対応講座　上級数学Ⅰ　中１後期① 29610 山之内　聖拡 中上位 平面図形

13 数学 新中1 中学対応講座　上級数学Ⅰ　中１後期② 29629 山之内　聖拡 中上位 空間図形

14 数学 新中２ 中学対応講座　上級数学Ⅱ　中２前期① 29645 矢加部　淳 中上位 式の計算

15 数学 新中２ 中学対応講座　上級数学Ⅱ　中２前期④ 29670 矢加部　淳 中上位 確率

16 数学 新中２ 中学対応講座　上級数学Ⅱ　中２後期② 29696 矢加部　淳 中上位 図形の性質

17 数学 新中３ 中学対応講座　上級数学Ⅲ　中３前期① 29718 大吉　巧馬 中上位 式の展開と因数分解

18 国語 新中１ 中学対応講座　上級国語Ⅰ　中１① 38040 石関　直子 中上位 説明文・論説文

19 国語 新中２ 中学対応講座　上級国語Ⅱ　中２① 38059 石関　直子 中上位 説明文・論説文

20 国語 新中３ 中学対応講座　上級国語Ⅲ　中３① 38067 板野　博行 中上位 説明文・論説文

21 理科 新中１ 中学対応講座　上級物理Ⅰ　光と音、力のはたらき 49042 宮内　舞子 中上位 光と音、力のはたらき

22 理科 新中２ 中学対応講座　上級物理Ⅱ　電気 49050 宮内　舞子 中上位 電気

23 理科 新中１ 中学対応講座　上級化学Ⅰ　物質の変化・水溶液の性質 49069 岸　良祐 中上位 物質の変化・水溶液の性質

24 理科 新中２ 中学対応講座　上級化学Ⅱ　化学変化・酸化と還元 49077 岸　良祐 中上位 化学変化・酸化と還元

25 社会 新中１ 中学対応講座　上級地理Ⅰ　世界のすがた 59048 山岡　信幸 中上位 世界のすがた

26 社会 新中２ 中学対応講座　上級歴史Ⅰ　原始・古代～中世 59056 加藤　和樹 中上位 原始・古代～中世

27 社会 新中３ 中学対応講座　上級公民Ⅰ　現代社会分野 59064 執行　康弘 中上位 現代社会分野

1講座　全6回　：　講義5回（90分×5回）＋講座修了判定テスト1回（解説授業あり 90分）の合計

■　高速基礎マスター講座
教科 学年 講座名 教科 学年 講座名

1  はじめからの基礎英単語1200 7 理科 理科受講者  分野別一問一答

2  英単語センター1800 8 社会 社会受講者  分野別一問一答

3 数学 数学受講者  単元別数学演習

4  漢字2500

5  百人一首

6  今日のコラム 　※　取得科目に応じて、受講できるようになります。

英語 英語受講者

国語 国語受講者


