
 

  

どんな馬鹿でも物事を大きく、複雑に、 

暴力的にすることは出来る。 

でも、逆の方向に動くには天才の片鱗と 

多大な勇気が必要だ。 

Any fool can make things bigger,  

More complex, and more violent. 

It takes a touch of genius, and more 

（エリザベス･フェルプス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When you reach for the stars, you may not quite get one,  

but you won’t come up with handful of mud either. 

Leo Burnett 

「星をつかもうと手を伸ばしても、なかなかつかめないかもしれない。

でも、星をつかもうとして、泥をつかまされることはない」 

 

 

 

 

通年進学講座

２０１７ 
～継続する力、変化する気持ち～      

武相高校進路指導部 
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イチロー流に習え！ 

進路指導部 部長 岸 正則 

「小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行くただ一つの道だと思っている。」これはメジャーリーグで今も活

躍を続けているイチロー選手の言葉だ。受験は長丁場。学校の定期試験のように一夜漬けでは歯が立たない。一朝一夕には成

果はもちろん出ない。冒頭にあげたイチロー選手がなぜ成功できたかを多くの方が語っていますが、「毎日同じことを繰り返

す」という答えが一番多く、自分もそう思っている。彼は渡米してから 12 年間、毎日朝食はカレーライスを食べていた。そ

して、家を出てからグラウンドに出るまで、すべての行動が決まっていた。毎日同じことを繰り返すのはつまらないことであ

ると思わないでほしい。学習に関係ないことであっても毎日（毎週）何かを確実に続けていけば成功の道は開ける。自分の今

の成功はむろん、毎朝欠かさず食べる朝マックにあるのかもしれない（笑） 

 

固定観念が一番の敵 

進路指導部 副部長 古川 敦 

My greatest challenge has been to change the mindset of people. 

Mindsets play strange tricks on us. 

We see things the way our minds have instructed our eyes to see. 

最も難しいのは、人々の固定観念を変えることだ。固定観念は我々に錯覚を起こさせる。自分の頭が命じたようにしか、物事

を見れなくさせる。 

これは有名な経済学者ユヌスの言葉です。ことさら勉強においてはこのことがすべて当てはまると言えるでしょう。自分で限

界を決めたり、「あの大学に行けないに決まっている」・・・など否定的な考えから何も生まれません。今回の進学講習に参加

し、自分は変われるという気持ちをしっかり抱き、一緒に未来を変えていきませんか？ 

今回は過去最多の 43 講座を用意しました。中でも検定試験対策講座を多く立ちあげました。明るい未来を信じ、講座を受講

し、更に合格まで勝ち取りましょう。 

 

 

 

講習時間 

 １５：３０～１７：００（１７：１０） 

 （駿台の講座は１００分、代ゼミの講座は９０分） 
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スケジュール 

 

講義日程 （原則試験1週間前や模擬試験日には実施しません）

日 月 火 水 木 金 土
4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日

始業式 スタディーサプリテスト スタディーサプリテスト 学力テスト
4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日

ベネッセ3年記述 ベネッセ3年記述 ベネッセ3年記述

4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日

4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日
高３マーク模試 東進高1～2マーク 東進高1～2マーク

5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日
① ① ① ① ①

5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日
東進3年マーク 河合1年模試 河合1～2年模試 河合2年模試

高３記述模試 代ゼミ1年模試 代ゼミ1～2年模試 代ゼミ1～2年模試

5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日
テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前

5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日
中間テスト 中間テスト 中間テスト 中間テスト 英検 漢検

6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日
② ② ② ② ②

6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日
ベネッセ3年マーク 保護者面談 保護者面談 保護者面談 保護者面談 ベネッセ3年マーク

6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日
③ ③ ③ ③ ③

6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日 7月1日
④ テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前 テスト１週間前

7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日
テスト１週間前 期末テスト 期末テスト 期末テスト 期末テスト

7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日
東進3年マーク テスト返却日 テスト返却日 夏期講習１ 夏期講習１

7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日
海の日 夏期講習１ ベネッセ1年模試 終業式 ベネッセ2年模試

7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日
ベネッセ3年記述 ベネッセ3年記述 夏期講習２ 夏期講習２ 夏期講習２

7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日
勉強合宿 勉強合宿 勉強合宿 勉強合宿 勉強合宿
8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日

山の日
8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日

高３マーク模試 夏期講習３ 夏期講習３ 夏期講習３
8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日
高１・２模試 漢検 夏期講習４ 夏期講習４ 夏期講習４
8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日

夏期講習５ 夏期講習５ 夏期講習５ 始業式
9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日

予備日 学力テスト 予備日 ④ ④
9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日

⑤ ④ ④ ⑤ ⑤
9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日

敬老の日 ⑤ ⑤ 学園祭準備 学園祭準備 学園祭準備
9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日
学園祭 代休 ⑥ 体育祭合同演習 ⑥ ⑥
10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日

⑥ 体育祭 ⑥ 代ゼミ1～2年模試 代ゼミ1～2年模試
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講義日程 

 
 

◎教室の収容人数の関係で、定員になり次第締め切らせて頂く講座もあります。ご了承ください。 

◎教室は申し込み状況に応じて、変更になる場合があります。その場合は担任を通して連絡、もしくは掲示板にて

お知らせします。 

◎レベルの見方  HL(ハイレベル(発展的な内容から難関大学レベルの問題を主に扱います、目標は MARCH以上)) 

         SL(スタンダードレベル(教科書レベルから入基礎問題を扱います、目標は日東駒専など)) 

                    BL(ベーシックレベル((高１は中学から)教科書レベルをしっかり身に付けてもらう内容です) 

 

講　　座　　名 は、スタディーサプリ対応の講座です。

講座番号 講座名 使用教室 担当者 講座番号 講座名 使用教室 担当者 講座番号 講座名 使用教室 担当者

101 高１SHL古文 記念館４ 堀内 201 高１HL入試現代文 サテライト1 石堂 301 高1HL英語 サテライト1 古川

102 高１BL古文 1年5組 細谷 202 高1SL国語 2年8組 齋藤尚 302 高1SL英語 サテライト2 西野

104 そこが知りたい数学 記念館１ 駿台 203 英検3級対策 3年9組 鈴木 303 高1BL英語 3年7組 柴田

105 高2基礎化学＋基礎物理（生物） 記念館2 駿台 204 英検準２級対策 3年7組 齋藤英 304 高2センター古文 2年８組 中村

106 高2HL詳説日本史 記念館3 代ゼミ 205 高2HL数学 サテライト2 岸 305 高2倫理政経 記念館1 駿台

107 高3HL英語 サテライト1 古川 206 高2SL数学 2年7組 渡邉 306 高2英語総合 中2年1組 藤村

108 高3SL英語 サテライト2 鈴木 207 高2日本史 2年10組 荒木 307 高3英語総合 記念館2 駿台

208 高3センター古文演習 3年7組 堀内 308 高3化学問題演習 記念館3 大友

209 高3物理問題演習 記念館2 代ゼミ 309 高3現代文 記念館4 駿台

210 高3センター生物 記念館3 駿台 310 N検対策 1年9組 三觜

講座番号 講座名 使用教室 担当者 講座番号 講座名 使用教室 担当者 講座番号 講座名 使用教室 担当者

401 高1HL数学 サテライト1 河原 501 高1入試英語 サテライト2 古川

402 高1SL数学 サテライト2 齋藤靖 502 そこが知りたい英文法 記念館1 駿台

403 高1BL数学 3年9組 忠澤 503 高２現代文 LL教室 駿台

404 文章検対策 2年8組 石崎･矢櫃 504 高3化学特講 記念館2 駿台

405 高2HL英語 1年9組 古川 408 高３日本史② 記念館3 代ゼミ

406 高2SL英語 2年7組 斉藤英 505 推薦AO入試論文対策 記念館4 代ゼミ 高1対象

407 高3センター数学 記念館1 黒須 高2対象

408 高３日本史① 記念館3 代ゼミ 高3対象

409 高３入試世界史 記念館２ 簾内

無料 公務員対策講座 2年９組 東京IT講師

通年講座では講座を設定していません。

模擬試験等を行う予定です

月 火 水

木 金 土

外部講師の方による講座です。

実施日が講座日程とは、異なることがあり

ます。

初回は、５月１８日(木)です。
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受講ガイダンス・年間カリキュラム 

英語 

105 高 3HL英語 
 センター試験が 6割以上取れている生徒を対象に難関私大

の問題演習を行う。前期は法政、明治、中央を扱います。 
古川 

106 高 3SL英語 
 センター試験の第１～第２問（約５６点分）の文法問題を中心

に演習を重ねていきます。この領域で６０％とれないものは必

ず受講し、長文対策より優先させてください。 

鈴木 

201 高 1HL英語 

 普段の授業の文法内容に、少しずつ肉付けしていく講座で

す。内容的には入試問題にもチャレンジしていくので、中学時

代に英語の基礎ができていない人はかなりきつい内容になりま

す。目標大学は MARCH以上とします。 

古川 

502 そこが知りたい英文法 

 「文法の重要性を認識していても、どこから手をつけたら良い

かわからない高校 2年生を対象にした基礎からわかりやすく解

説していく講座です。前期は「時制」「仮定法」「準動詞」といった

分野を扱います。 

駿台 

203 英検 3級対策 
 今年度から導入されるライティングの対策はもちろん、リスニ

ングの対策も行います。 
鈴木 

204 英検準２級対策 
 今年度から導入されるライティングの対策はもちろん、リスニ

ングの対策も行います。 
齋藤英  

301 高 1HL英語 

 難関大学の秘訣は 1年のうちから模試を受け、ある程度の自信を持つこ

と。自信を持つためには進路が早い高校用に作成された文法に対応できる

ようにすることである。この講座では 1回 1単元で入試必須内容を進めて

いきます。素材は入試問題そのものを使うので、どうしても上位大に合格し

たいというかなりやる気がある生徒を対象に実施します。 

古川 

302 高 1SL英語 

 普段の授業で不足しがちな文法の理解を中心に、英語の基

礎力アップ、大学入試に向けた実力をつけるためのコースで

す。授業では理解＋演習のサイクルで実力を養成していきま

す。 

西野 

303 高 1BL英語 

 中学校の復習をメインに、基礎学力を身につけます。中学時代に

辛い思いや苦手意識を抱えていた生徒たちに、「自分だってやれば

できるんだ」という自信と明日への活力を感じて欲しい。もう一度やっ

てやるというやる気をもって取り組んでください。 

柴田 

306 高 2英語総合 
 文章を読む上で大切な約束ごとを教えます。基礎から始め、

短文から長文へとステップアップしていく。 
藤村 

307 高 3英語総合 
 英語があまり得意でないが、基礎の重要性を感じている 3年

生を対象とした講座です。スムーズに受験勉強をはじめるため

に是非受講してみましょう。 

駿台 

405 高 2HL英語 
 かなり難易度の高い河合塾の全統模試をベースに授業を進

めていきます。対象は一般入試でＭＡＲＣＨ以上を狙いたい生

徒です。 

古川 
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406 高 2SL英語 

 高校１年間が終わったが、中学時代からの英語アレルギーが

払拭できないどころか、ますます英語の学力が落ちてしまった

生徒で、なんとかしたいというやる気に満ちている生徒を対象

に基本からやり直していきます。 

斉藤英 

 

数学 
  

104 
そこが知りたい数学 

 これから数Ⅰを学ぶ 1年生、一度学んだは何となくモヤモヤ

している 2年生、基礎からやり直したい 3年生に向けた講座で

す。学習の盲点になりそうな部分を重点的に講義します。 

駿台 

205 高 2HL数学 
基本的にはスタディサプリのテキストを使用した授業を行います。ま

た、模試対策も定期的に行っていく予定です。数学を受験科目として

考えている生徒が対象です。 

岸 

206 高 2SL数学 
理系の数学を基礎から学ぶスタディーサプリと対応した講座で

す。年間（通年および夏・冬・春期講座）を通して同じテキストを

使用します。  

渡邉 

401 高 1HL数学 
学校の学習をさらっと確認し、さらに一歩進んだ学習をしたい意

欲的な生徒や高度な問題演習をじっくり行いたい生徒におすす

めの講座です。河合塾の模試も使用します。  

河原 

402 高 1SL数学 
数学はあまり得意でないが、将来は理系を考えている生徒を対

象とした講座。各単元において必要な知識や公式を確認し、そ

れを使う場面と使い方を学びます。  

齋藤靖 

403 高 1BL数学 
 数学は苦手だが、高校の授業をしっかり身に付けたいという強

い気持ちを持った生徒が対象です。基礎の基礎からやっていき

ます。 

忠澤 

407 高 3センター数学 

 センター利用での大学受験を考えている者の講座。基本的に

はⅠA，ⅡBの単元別に講義していく予定でいます。回数も限ら

れているので、基本的な知識は身に付いている前提での授業に

なると思います。 

黒須 

 

国語 

101 高１標準古文 
 ナマステ。模試の解説や文法事項を中心に講義を行なうのでかなり

ハードな内容になります。河合塾の模試を受ける生徒を対象とします。 
堀内 

102 高１基礎古文 
 古文単語・文法など基礎力の充実を目指します。基礎からじっくり学

習したい人はこの指止まれ！ 
細谷 

208 
高 3センター 

古文演習 

 センター対策だけではなく私大入試に対応する読解力を身につけ

る。文法事項・文学史および漢文も入試の過去問題を中心に演習形

式で進めていく。 

堀内 
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304 高 2センター古文 

 センター試験に向けて基礎力の充実をはかります。まずは５０音図、

かなづかいをはじめ、動詞の活用、形容詞の活用、形容動詞の基礎

文法を修得し、基本的読解ができることを目指します。地道に緩く頑張

っていきましょう。 

中村 

309 高 3現代文 
現在の成績は問いません。文章を客観的に見つめ見比べ見渡すこと

を学びます。目標は早慶からマーチにしている人には是非受講してほ

しい講座です。  

駿台 

201 高１HL入試現代文 
 大学入試問題を早いうちから扱い、難関大学に対応できる読

解力を養成します。 
石堂 

202 高 1SL国語 

 何が問われているかをしっかりと理解して、文章を読み込んで

いきます。そのため、漢字の読み書き、言葉の理解は当然クリア

ーしなければいけません。現代文を中心に学習します。地道に

諦めずに一年間続けていきましょう。 

齋藤尚 

503 高２現代文 

この講座では誰でも理解できる要約の仕方と節紋別の実践的要

約を通して、確実な得点 UPできるように、現代文の本質である

解答力を開発します。センターから難関大学に対応できるように

していきます。 

駿台 

505 推薦 AO 

入試論文対策 

 AO推薦入試で求められる論文能力を UP させるためにその

対策と実践を教えます。 
代ゼミ 

404 文章検対策 
313の大学が推薦ＡＯ入試において合否判定考慮・参考として

いる文章読解・作成能力検定の合格を目指す対策講座です。 
矢櫃 

 

社会･理科 

105 高 2基礎化学 

＋基礎物理（生物） 

 国公立文系および理系の生徒対象に、高得点が取れるような

丁寧な解説をしていきます。CG も映像ならではで使用していき

ます。 

駿台 

106 
高 2HL詳説 

日本史 

  

原始から院政期まで前期では講義します。受験に最適な最高の

テキストを用い、学習方法と確実な知識の定着をはかります。入

試受験科目に既に日本史に決めている高２生は必ず受講しまし

ょう。 

 

代ゼミ 

207 高 2日本史 

サプリ連動講座。本講だけでも要点は一通り押さえますが、サプ

リを併用すると効果は倍増するでしょう。去年は通年・夏期・冬期

で江戸幕府の成立まで行きましたので、今年も同様の予定で

す。2年生での授業進度ともある程度連動しています。 

  

荒木 

209 
高 3物理問題演

習 

  

難関大学で高得点をとることを目標に、難しめの問題を題材に、

重要項目を解説していきます。 

 

代ゼミ 
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210 高 3センター生物 

  

昨年度前期からの継続講座となります。夏まで基礎生物の内容

をまとめていきます。 

 

駿台 

308 
高 3化学問題演

習 

 問題演習を通して、不足している化学のスキルを発見し、基

礎力養成を積み重ね、センター試験で得点できる力を身につけ

ます。 

大友 

504 高 3化学特講 

  

化学を効果的にマスターして得意科目にしたいを募集します。講

義の 70％は重要事項の詳しい説明。残り時間は問題開放につ

いて伝授していくので、1回ごとに学力アップを実感できます。春

期からの継続効果になるので春受講された人はそのままテキス

トを使用できます。 

 

駿台 

405 
高３日本史 

①② 

 近世中期から現代まで扱う。昨年受講したものが望ましい。昨

年と同じ方針で編纂したテキストを使い、入試に対応できるより

深い知識の習得を図ります。1週に 2回の講座となります。 

代ゼミ 

409 高３入試世界史 
 センター試験や私大入試の問題を一緒に解きながら大学

入試が私達にどの程度の勉強を要求しているのかを探って

みましょう。 

簾内 

305 高 2倫理政経 
国公立難関大学を受験するセンターマスト教科になります。強い

気持ちで国立大を考えている受講者を待ってます。今回は倫理

分や経済分野を扱います。 

駿台 

 

無料 公務員対策講座 
昨年に引き続き、公務員対策を行います。公務員希望者は必ず

受講しましょう。講座実施日が他の講座と異なります。 

初回は、５月１８日(木)です。 

東京ＩＴ 

 

 

合格した先輩（高いモチベーションで継続すれば、君たちもいつか････） 
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高校 1 年生の生徒諸君へ 

大学受験は高校受験と根本的に異なります。早くから大

学受験を意識するためにも、「大学案内」などを読んだ

り、本校の先輩の実績を確認し、将来どのような職業に

つきたいか、どのような研究をしたいか一緒に考えてい

きましょう。 

「３年生になってからで大丈夫だ」ではなく、１年生が

むしろ一番大事であるという意識を持ってもらいたい。 

高校 2 年生の生徒諸君へ 

そろそろ受験勉強を・・・、と考えている時期でしょ

う。この学年ではオープンキャンパスに行ったり評点平

均を確認したりすると共に、本校の進学補習に少なくて

も１講座は申込み、「教科別学習法」など今後どういった

学習法が必要なのか一緒に考えていきましょう。 

１年のスタートダッシュで失敗した感覚がある生徒諸

は、この１年での巻き返しを期待します。 

高校 3 年生の生徒諸君へ 

高校３年生は、「すぐに」受験勉強という行動をはじめ

ることが重要です。模試などをしっかり受験し、受験科

目の確認とともに、どういったレベルまで学力を引き上

げることが必要かを一緒に考えていきましょう。 

 

保護者の方へ 

第１校舎下に掲示してある「大学合格者実績」やここ数年

の進路実績等を必ずご確認ください。本校はここ数年で確

実に進学実績を伸ばしていますが、中堅以上の大学に合格

したものは、それ相当の学習習慣を身につけていました。

模試などをしっかり受験し、目標大学にどれだけ力が不足

しているかをしっかり考えさせ、「行ける大学」から「行き

たい大学」にしっかり目標付けしていきましょう。 

 

 

All of us do not have equal talent, 

 but all of us should have an equal opportunity to develop our talent. 

我々すべてが等しい才能を持っているわけではない。 

しかし我々はすべて才能を伸ばす等しい機会を持つべきだ。 

                            ジョン F ケネディー＆岸 

 

 


