
No. 講座名 講座レベル 時限 講座内容

1
英文法

（基礎～標準）
A (火)7限 基礎から文法事項を学び、読む、書く、話すための英語につなげます。

2
英文法

（標準～応用）
A～B (火)7限 日常で使用頻度の高い「書く（話す）ための英文法」を練習する。「＋α」として「読む上で必要な英文法」も若干取り上げる。

3
MTB English Worｌd①②

（1～3学年合同）
B

(金)7～8限
（水）10限

受験英語の効果的な習得法、合否を分ける問題等を詳解する。また入試英語以外の様々な英文にも触れ、英語への興味を持たせるもの。現在の力量
は問わない。可能性という名の English Monster を呼び覚ませ！

4 古典文法 A～B (水)7限 授業内容に合わせた発展的な補講と古文の読解を通して基礎力の定着を図る。

5 数学ⅠA（基礎） A (木)7限 教科書節末問題レベルを中心に扱う。

6 数学ⅠA（応用） B (木)7限 入試問題を扱い、校外模試偏差値６０以上を目標とする。

　※実施曜日・時限・担当者は予定であり、変更する場合があります。また、希望人数により開講できない場合があります。

第１学年

７限　16:00～16:50　，　８限　17:00～17:50　，　9・10 限　19:10～20:40　　　　　　　講座レベル　　A：基礎　　　　B：応用



No. 講座名 講座レベル 時限 講座内容

1 英文法 A (金)7限 英文法中心に普段の授業の補強をする。センター受験のスタート講座。

2 英語リスニング演習 B～C (月)８限
一回の授業で数十問も解くようなことはせず、一問をじっくり練習し、「聞き覚え」を作る耳のトレーニングをする（シャドーイング等）。授業中の英文を家
でも練習し、次週で確認する。英検準二級取得者以上（GTECの同等スコアも可）。

3 英語ライティング演習 C (金)７限 Practice writing about many different topics. Learn writing skills for essays, EIKEN, and TEAP.

4 英語スピーキング演習 B～C (火)７限 Practice speaking in many different situations. Learn speaking skills for university entrance tests, EIKEN, and TEAP.

5 英文速読 A～B （金）７限 英文を速く、大量に読む技術を養うトレーニングを行う。現在の力量は問わない。

6
MTB English Worｌd①②

（1～3学年合同） A～C
(金)7,8限
（水）10限

受験英語の効果的な習得法、合否を分ける問題等を詳解する。また入試英語以外の様々な英文にも触れ、英語への興味を持たせるもの。現在の力量
は問わない。可能性という名の English Monster を呼び覚ませ！

7 古文・漢文演習 A～B (木)7限か(木)10限
大学受験を戦える古文・漢文の実力がほしい人向けの講座。基礎から応用まで演習形式でみっちり鍛えます。文理問わず。やる気重
視！(7限、10限は同内容)

8
基礎現代文①、②

(３年と同内容)
A

(木)７限
（月）９限か（火）10限 現代文の学習を基礎レベルから行う。

9 数学ⅡB (基礎) A (木)7限 教科書の節末問題を中心に扱う。

10 数学ⅡB (応用) B (木)7限 入試問題を扱い、校外模試偏差値60以上を目標とする。

11 早慶外語ゼミ（英語） B～C (火)7,8限 難関大学合格を目標に、ハイレベル講座を開講し学力向上を図る。

12 早稲田予備校（英語） B～C （火）7,8限 難関大学合格を目標に、ハイレベル講座を開講し学力向上を図る。

13 早稲田予備校（数学） B～C (土)5,6限 難関大学合格を目標に、ハイレベル講座を開講し学力向上を図る。

14 早稲田予備校（国語） B～C (水)7,8限 難関大学合格を目標に、ハイレベル講座を開講し学力向上を図る。

第２学年

　※実施曜日・時限・担当者は予定であり、変更する場合があります。また、希望人数により開講できない場合があります。

７限　16:00～17:00　，８限　17:10～18:10　，７・８限　16:00～17:30　，８・９限　17:10～18:40　

　　　　　　　　　講座レベル　　　　A：センター基礎（60％～80％）　　　　　　B：センター完成（80％以上）　　　　　C：発展（旧帝大および早慶クラス）　　　



No. 講座名 講座レベル 時限 講座内容

1
MTB-2 English Worｌd①②

（２年と合同）
A～C (金)78限（水）10限

受験英語の効果的な習得法、合否を分ける問題等を詳解する。また入試英語以外の様々な英文にも触れ、英語への興味を持たせるも
の。現在の力量は問わない。可能性という名の English Monster を呼び覚ませ！

2 英語リスニング演習 B～C (月)８限
一回の授業で数十問も解くようなことはせず、一問をじっくり練習し、「聞き覚え」を作る耳のトレーニングをする（シャドーイング等）。授業中の英文を家
でも練習し、次週で確認する。英検準二級取得者以上（GTECの同等スコアも可）。

3 英語ライティング演習 C (金)７限
Practice writing about many different topics. Learn writing skills for essays, EIKEN, and TEAP.
(英検二級取得者以上対象、GTECの同等スコアも可)

4 英語スピーキング演習 B～C (火)７限
Practice speaking in many different situations. Learn speaking skills for university entrance tests, EIKEN, and TEAP.
(英検二級取得者以上対象、GTECの同等スコアも可)

5
基礎現代文①②

(２年と合同)
A

(水)７限
（月）９限か（火）10限 現代文の学習を基礎レベルから行う。

6 基礎古文 A (金)10限 基礎からセンターを目指す。

7 センター漢文 A～B （金）８眼 センター試験８割を目指す。基礎から応用まで扱う。

8 数学ⅠAⅡB A （月）10限 入試の基礎レベル演習。マーク式・記述式を織り交ぜて実施する。

9 理系数学MARCHレベル B～C （木）7～8限 入試過去問演習を通して実力をつける。

10 数学Ⅲ B～C （木）10限 理系大学入試数学の要である数学Ⅲ分野を中心に扱い、記述力・実践力を養成する。

11 スタンダード物理 A～B (金)７～８限 中堅～難関大学までの入試問題を解くことができるように、基礎的な内容から学習していく。

12 スタンダード化学 A～B (火)７限 中堅私立大学の入試問題を解くことができるように、基礎的な内容から学習していく。

13 スタンダード生物 A～B (金)７限 中堅私立大学の入試問題を解くことができるように、基礎的な内容から学習していく。

14 論述日本史 B～C （月）８限 国立・難関私大の論述対策を実施する。

15 難関大問題演習　日本史①② B～C (木)7,8限  10限 難関大レベルの問題を解き、解説をしていく。各大学の特徴を把握する。

16 世界史東洋史 A～C (木)10限 中国王朝・イスラーム王朝・東南アジア諸国・騎馬遊牧民の歴史について復習する。

17 世界史西洋史 A～C 　　　　(金)7限 ヨーロッパ各国の歴史について復習する。

18 センター倫理 A (火)７限 センター試験レベルの、基礎的な内容から学習していく。

19 早慶外語ゼミ（英語） B～C （水）7,8限 MARCH～早慶・国立２次対策

20 早稲田予備校（英語） A～B （火）9,10限 中堅私大～MARCH対策

21 早稲田予備校（国語） A～B （木）9,10限 MARCH～国公立（古文、現文）対策

22 早稲田予備校（数学） A～B （土）6,7限 MARCH～国公立対策

７限　16:00～17:00　，８限　17:10～18:10　，９時限　19:10～20:10　，７・８限　16:00～17:30　，８・９限　17:10～18:40　，　9・10限　19:10～20:40

　　　　　　　　　講座レベル　　　　A：センター基礎（60％～80％）　　　　　　B：センター完成（80％以上）　　　　　C：発展（旧帝大および早慶クラス）　　　

　　　　　　　　　原則として月～金の19:00より、単語テストを実施

　※実施曜日・時限・担当者は予定であり、変更する場合があります。また、希望人数により開講できない場合があります。

第３学年


