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～2012 年 巖丈志摩 夏期講習 講座内容～ 

●難関大対策英語Ｂ 

「読み」の処理段階・理解段階には少なくとも 3 段階あります。一つは「読解」(意味のまとまりのアイデアだけ

を確認して読み下していく作業),一つは「解釈」(センテンス全体,パッセージ全体のアイデアを掴む),一つは「翻訳」(別の

国語に完全に移し変える)です。 

それぞれ,English で言えば,①“Reading”②“Comprehension”③“Translation”となります。 

入試の英語の処理で要求されるのが実は,第二段階以上のことは殆ど不要で,第一段階の「読解」のレベルで用

は足ります。そういうことですので,これまでセッションでは,この「読解」の処理の質を上げることにエネルギ

ーを集中させてきたのでした。 

しかし,次のレベルの「読み」の段階も,あるわけです。そして,この夏期セッションでは,この次の段階の「読

み」,すなわち“Comprehension”の段階を紹介し始めたいと思っております。 

対象としては,東大・一橋大学を始めとする難関国公立大学を志望しておる諸君を対象としたセッションです。

この夏期のセッションでは,「解釈」のレベルを紹介し,習熟への道を開きたいと願っております。つまり,「読

解」の次のレベルです。 

 形式は,総合問題を中心とした「長文」の演習形式です。今回は,英作文のオリエンテーションもおこない,記

述系の問題の総覧も致したいと存じております。 

 

●難関大対策英語Ａ 

早･慶の難関学部の過去問を中心のマテリアルとして,入試研究をおこないます。対象は高 3 以上の,早･慶を第

1 志望にしておる諸君,及び,国公立が第 1 志望ではあるのだが,早･慶もちゃんと受験しようと考えておる諸君で

す。  

 参加予定者にお願いしたいことがあります。この授業では特に単語力のあることが前提となります。ある程度

以上の単語力が無いと,このセッションに参加しても,本当に面白いところが理解できないと存ずるのです。 

・・・それだと,この授業セッションは,もったいないです（｢資源のムダ｣です）ので,このセッションのため

にも,単語力をつけておいて欲しいのです。 

目安としましては,市販の単語集を 3冊ほど処理しておいて下さいね。 

客観式の問題を中心に演習するわけですが,どこをどうやって,どう考えて,どういう背景の知識を適用し

て・・・そのような判断結果に至ったかを追体験することによって,①初めて見る問題を,②設定時間内に,③合

格点をとる,という入試用の処理力をつけることを企図します。そして,それは,ちゃんとした手順を踏めば,かな

り上手くいくものです。 

 

●ENPⅢ 

未だ吾,「難関」レベルに至らず」と言う諸君のために設定しております。難しい問題も,ある程度,場合によ

っては解けるのであるが,ただ安定感が無い,とか,「それでもまだ基礎力に不安を感じる」といった諸君も鋭意

ご参加は検討してください。 

 およそ英語の入試問題を処理していく上で必修とされる典型的な考えやアイデアを紹介し,確認し,習熟して

いきます。およそ入試では,問題を解答していく上で守らなければならない「ルール」とでも言うべき,問題解法

の鉄則のようなものがあるわけですが,このセッションでは,サブタイトルで示唆しておいたように,その解答の

ルールを「総覧」するものです。 
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 客観式と記述式の両方の形式で演習します。 

 

●医系英語 

慶應義塾大学・慈恵会・日医の医学部の過去問を中心に,医学部志望者のための授業セッションをおこないま

す。医学部,それも特に私立大学医学部に特有の問題形式と,さらにその「性格」をご紹介し,その対策と習熟を

おこないます。 

なお,国公立大学医学部志望者の方と,高 2 で難関大学医学部（東大・東京医科歯科大学）の受験をする諸君も

受講をお勧めします。 

 

●英単語学習オリエンテーション 

以下の要領です｡ 

 ①対象：英単語の習熟が苦手な人で,英単語テストで,40 点(場合によっては 60 点)以下を常にキープしてしま

っておる受験学年の諸君｡ 

 および,英単語の学習についてお勉強の仕方が分からないとか,不安だとか思われている高 1･高 2生の諸君。 

 ②狙い：英単語の記銘記銘記銘記銘の仕方を確認し,実際に重要な単語を,派生語を含めて３００語余り,習熟させ,今後の勉

強に強烈に弾みをつける｡ 

 ③指導形式：朝の 9時から,途中昼休みの 60 分を除き,午後３時まで,英単語の学習オリエンテーションおよび

習熟勉強をおこなう｡50 分を１コマとして,５コマの授業です。 

 ④指導内容：単語の暗記のこつには(1)発音矯正(2)連想暗記(3)語源学という 3つの柱がありますが,今回は主

として,発音の確認と発音記号の習熟を重視して指導します｡ 

 注:参加者は,必ず,日頃から自分がよく使っている辞書（と単語集）を持参すること｡ 

尚,電子辞書をよく使っておる諸君は,それも持参して下さい(いずれにしましても,紙辞書のほうは,必ずもっ

てきて下さい／紙辞書の使用法も確認しますので)｡ 

 

●早朝ゼミＢ 

英単語を習熟する上で大事なコツは少なくとも 3点あります。一つは「発音」,一つは「連想」,そして一つは

「語源」です。 

英単語に限らずおよそ語学は,その言語の発音が出来なければ,どうにもなりません。こんなことは,そもそも

言うまでも無い,当たり前のことのように見えますが,英単語を覚えるのが苦手な人に限って実は往々にして,軽

視してしまうものです。日本語とは全く異質の English で,それも日本人が一番習得すべき言語であるはずの

English で,みなさん,この「発音軽視」をやってしまいます。そこで,いままでの巖丈志摩でも,例年 4 月中に英

単語を習熟する上で重要なポイントになる発音の確認を「英単語集中セッション」という名称のもとで 1回セッ

ションをおこなってきました。(昨年は,震災の影響で,このセッションは実施しませんでした。今年は夏期講習

で英単語学習オリエンテーションをやろうと存じておあります) 

 そして,今回,夏期に,前記の 2つ目,3つ目のポイントとなる「連想」と「語源」を取り扱うことになります。 

 この「早朝ゼミ B」は「連想」(アソシエーション)をテーマにしたものです。  

つまり,アソシエーション(association／他の内容との意味的な連動)を考えて,不明語の意味推定をおこなう

作業と言うのがあるのです(これを reasoning と申します)。これを紹介し,習熟を狙います。 

このセッションの対象となるのは,原則高 3 以上の受験生ですが,高 2 でも英語を完成段階にしたい方は,是非

ご参加可能です。 
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 朝の 6 時からのセッションですので,遅刻されないように,前の晩は早めにご就寝下さい。朝っぱらから気合入

れて集中して脳みそを使う修練ともなりますが,この体験(朝早くから知能活動をフルで行う)は,恐らく皆さん

の今後の「お宝」になります。 

 

●早朝ゼミＣ 

前記の説明の流れで,お伝えしますと,この「早朝ゼミ C」は,英単語を習熟する上で大事なポイントの 3 つ目に

関する指導を行うものです。つまり,「語源」をテーマにセッションをおこないます。 

派生語を含めて7000語以上の語彙力を身につけるためには,語源についてのある程度の知識を身につけていく

プロセスが欠かせません。これを経ないで単語力を爆発的に増やすということは・・・難しいのです。 

 この,語源の分析及び必修語源の紹介をおこないます。このセッションの対象は,原則高 3 以上の,難関大学を

志望しておる諸君ですが,「単語テスト」で 60 点以上得点している高 2 生の方で,医学部医学科を志望しておる

諸君は参加可能です 

 

●ＥＮＰⅡ（①と②は同内容）(English  Navigation  Program  level 2) 

およそ英語を学んでゆく上で必要となる「構造」を,効率的に習得することを目指します。このセッションは

一見,文法の授業ですし,確かに,「文法」の授業ではあるのですが,しかし,実は,一般の「学校」でやっておるか

それとは,似てことなるものです。 

と申しますのは,一般の学校でやっておる「グラマーの授業」というのは,扱っておるのが,「文法」というよ

り,むしろ「構文や熟語」の解説や暗記であったりすることがあり,つまりは,この ENP２でやっておる「基本文法」

というものに集中した内容では,無かったりするからです。 

 英語の分野では,入試の実際で問題を解答するプロセスを支えてくれる「基本文法」とでもいうべきものがあ

るのですが,このセッションでは,学校のグラマーの授業とはことなり,この「基本文法」を指導するもので,この

ENP２のセッションは,およそ実践力をつけたい方には,是非ご確認いただきたい重要な項目を提示し,理解して

頂くことを狙ったセッションです。 

対象となるのは,初めて巖丈志摩セッションに参加する諸君および,英文の基本構造についての習熟ができて

いない現塾生です。 

特に後期から巖丈志摩の英語のセッションに参加を予定しておる諸君には,この ENP２は,必修セッションとさ

せていただきます。 

さて,このセッションに関して予めご注意を申し上げておきます。 

巖丈志摩のセッションは,原則として「演習」です。予習や講義といった学習効率の悪い形式は出来るだけこ

れを避け,その場で問題を解かせ,それについて解説を加え,勉強のオリエンテーションを加えていくという演習

形式にしております。これが,巖丈志摩のセッションの特長であり,巖丈志摩の合格実績が異様に高いのは,この

ような学習効率の高い方式を取っておるからであると理解しております。この形式のセッションの場合,一回の

セッションの時間単位が 3 時間ほどでも参加者は十分集中力がもつものです。特に英語のセッションは徹底的に

演習形式となっております。頭脳をフルで使いますので,3時間ほどのセッションもあまり長く感じません。 

が,この ENP２のセッションだけは,巖丈志摩の英語のセッションとしては唯一,といってもよい,「講義」なの

です。従って,参加者の方に,ご意識頂きたいのは,このセッションは,巖丈志摩の英語のセッションの中の特例で

あるということ,そして,場合によっては,この総計 3 時間に近い「講義」は,ただ,参加者の方が,聞くことだけを

要求される場合もあり,その場合は,心が疲れやすいものになるので,体調ベストでご参加頂きたい,ということ

です。(あっ,勿論,途中休み時間はいれます) 
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勿論,本当に 3 時間もダラダラと話だけ聞くなどということは,苦痛以外の何ものでもないでしょうから,確認

テストや質疑応答は,セッション内にもおこないます。 

そして,このセッションには,テキストまであります。巖丈志摩の英語のセッションでは,これもまた例外的な

ことです。と申しますのも,巖丈志摩のその他の英語のセッションは,全てプリントを使っていて,テキストとい

うものは,無いからです。(このテキストとは,「英語ポイント集 A」です。) 

 

●難関大対策数学ⅠＡⅡＢ（α） 

東大・京大・東工大・早慶・国公立医学部などの難関大には,型にはまった問題ではなく思考力・発想力を問

う合否を決める問題が出題される。 

本講座では1,数える2,並べる3,設定する4,解析するというテーマを中心にこの合否を決める斬新にして良問

を厳選し演習を通して思考力を磨き上げていく。授業は演習→解答アプローチ→再度演習→解説という形式で展

開していく。健闘を祈る！ なお,αは図形,整数,確率 etc,βは数列,整関数の微分・積分 etc です。 

 

●難関大対策数学ⅠＡⅡＢ（β） 

設定講座は「難関大対策数ⅠA・ⅡB(α)」(角田)「難関大対策数ⅠA・ⅡB(β)」(長澤)難関大対策数学ⅠA・

ⅡB・ⅢC総合問題演習」(角田)「個数の処理と確率の完全征服」(角田)「数列と漸化式の完全征服」(角田)「空

間図形とベクトルの完全征服」(長澤)の 6講座です。長澤と話してこうなりましたが講座数に問題ある場合は言

って頂ければ再度調整します。宜しくお願い致します。 

 

●個数の処理と確率の完全征服 

「個数の処理と確率の完全征服」 場合の数と確率は記憶すべき定理や公式がすこぶる少ないにも関わらず「全

体がぼんやりする」「得点に結び付かない」という者が多い。本講座ではこの点を踏まえ,基本事項を「深く」理

解する事から始まり厳選された良問の演習を通してこのぼんやり感を払拭する。例えば順番が必要か否か,区別

をするか否か,前の試行の影響を受けるか否か等の区別を明確にしていく。 

このセッションのテキストはかなりのボリュームだがしっかりマスターすれば標準的な入試問題なら難なく

解ける力が身に付くはず。頑張りを期待する。 

 

●数列と漸化式の完全征服 

数列は数ⅠA・ⅡBの中でも入試出題頻度が高い。しかも高得点に結び付き易い分野でもあるから是非ともマス

ターして欲しい分野である。本講座では基本事項の徹底理解から始まり,入試頻出問題→+α少々手強い応用問題

まで取り扱う。確率同様テキストはかなりのボリュームだが,しっかりマスター出来れば後は勉強量に比例して

実力が自然と身に付いてくるはずである。 

 

●難関大理系数学ⅠＡ・ⅡＢ・ⅢＣ 総合問題演習 

「数列と漸化式の完全征服」「難関大理系数学ⅠA・ⅡB・ⅢC 総合問題演習」 

東大,京大,東工大,国公立医学部,早慶などの難関大数学に対応するには思考力・着想力が必要不可欠である。難

関大数学問題は大きく分けて,落とすと致命的になる標準問題,合否を決める少々手強い問題,それと難問(捨て

るか否か見極めがポイント)の 3 つから構成される。 

本講座は,この中の合否を決める問題にレベル設定し,演習→解説を通して,「思考力,着想力の養成」を目的と

した講座である。授業は演習→解答へのアプローチ→再度演習→解説という形式で展開していく。尚,演習形式
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をとるため予習は不要である分,復習が重要となる。健闘を祈る!! 

 

●ベクトル完全征服 

ベクトルは座標・図形の問題を解く際に非常に便利な道具です。が,便利な道具は相応の訓練を積まないと使

いこなすことができません。 

この講座ではベクトルの基本的な性質（内積の意味,法線ベクトル,正射影など）を利用して公式の証明はもち

ろん,さまざまな問題を演習していきます。レベルは標準レベルになります。ベクトルの内積等の基本計算はで

きることが前提になりますので,受講する場合はそのレベルはクリアしている必要があります。相談があれば,遠

慮なく聞きに来てください。 

 

●受験国語 

夏休みが始まってから中盤過ぎまで,理系なら英語・数学・理科,文系なら英語・数学・社会を中心に学習を進

めざるをえないと思います。そして夏休みが終わりに近づくと,どうしても最後のところで学習に馴れが生じ,甘

えが出てくる場合が例年多いです。あるいは,焦って学習が空回りしてしまうことも多いです。その時期に,じっ

くりとものごとを考え,じっくりと言葉を選ばねばならない国語の学習に時間をかけることは大変意味のあるこ

とだと思います。 

 １日目に現代文の学習,２日目に古文漢文の学習,３日目に総合演習をします。文系の受験生にとっては夏休み

の学習の成果を試す演習の場に,理系の受験生にとってはセンター対策を始める後期に向けての基礎確認の場に

なるのではないでしょうか。 

 

●力学から単振動 

単振動演習- 

 力学分野において単振動は最頻出の分野である．単振動の問題は様々な問題設定で出題されることがあり，そ

のすべてを網羅的に演習することは難しい． 

本講座では，標準的な問題設定ながらも慎重な考察が必要となる問題や，単振動であることを示すまでが難し

い問題設定が複雑な問題を扱い，単振動のいわゆる難問と呼ばれる問題に対する演習を行う． 

 

●電磁気からコンデンサ 

コンデンサーの問題は，その特性に関わる問題から回路への組み込みの問題まで，多岐にわたる問題が出題さ

れるため，自力での学習では演習が不足してしまいがちになることが多い． 

本講座ではコンデンサーを確実に得点源へと変えるために，コンデンサーに関する問題を 3 日間で徹底的に演

習する．コンデンサの各種性質から直流回路にコンデンサを組み込んだ場合まで，標準的なコンデンサの問題を

網羅する予定である． 

 

●受験化学①・②有機化学特講 

 この講座では,有機化学の基本 tool となる構造決定問題や各分野の知識の総整理を行う予定です。学校の授業

や参考書での勉強は暗記に走りがちだが,『思考する有機化学』にするための基本 tool を解説します。毎年,多

くの先輩たちが授業終了後「今までやってきたことはなんだったんだろう」とか「こんなに簡単なことだったん

だ」と言ってくれます（俺は,普通のことを普通に解説しているだけなんだが・・・）。 

目標は「標準問題なら,問題文を読み切った時に,すべての構造決定がわかっている」です。これは,何も大げ
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さなことではなく上位大学に合格する受験生なら当たり前の感想です。特に,有機分野は浪人生と高３生で,最も

差の出る分野でもあります。この夏期講習会で,浪人生との差を埋めるだけでなく,浪人生に逆転し,さらに差を

つけることも可能です。 

 

●受験理系生物 

前期授業で生物Ⅰ・Ⅱの範囲は一周しているので,夏期は（も）問題演習です。近年の問題で重要度の高い問

題をピックアップしますが…出題順番はランダム！範囲は全範囲！前期に少しずつ構築した知識をフル活用。受

かるための本当の力を磨いていこう。 

 

●高 2 英語① 

対象となるのは,早･慶以上を志望している高 2 生。この 3 日間のセッションでは,この夏のノルマの確認とこ

れから 1 年余りの受験勉強の流れをオリエンテーションします。それに付随する資料問題を配ります。多少の演

習をおこないつつ。 

  

●高 2 英語② 

対象となるのは,早･慶以上を志望している高 2 生。難関大学の受験を突破するにはどの程度の知的練度が必要

かということを具体的な問題を通じて確認していきます。「高 2英語①」と連動したセッションです。 

 

●高 1 英語①・② 

ENP２受講を前提にさせて頂きます。と申しますのは,ENP２で展開した「基本文法」のタームを使って,このセ

ッションでは,基礎的な入試問題を分析していく内容であるため,ENP２を体験してないと,ついてくるのが大変

だと思うからです。 

 対象は,難関大学を志望している高 1 生です。 

 

●高 2 数学①・② 

＜高２夏に必要なⅡB の標準力と入試演習＞ 

来年の夏は本格的な総合演習になるので,この夏はその土台作りであり,半分は入試問題演習を行う時期です。

それを前提として,数学ⅡB で公式等が多い分野を中心に 

Ⅱは三角関数，指数・対数関数，微分・積分 

B はベクトル，数列 

を扱います。ただし，受講生の高校での学習進度等により変更もありえます。 

標準的な問題から通常の授業よりやや難しい実戦的な問題も取り上げ，夏は時間がある分幅広く学習します。

レベル高め，量は多めですが,受講生に無理にならないようその都度配慮し，前半の理解度により後半で扱う教

材を作ります。 

 

●高 1 数学 

やがて難関大を受験するのに,高１の夏,ⅠAはどんな問題を解き,どれくらいのレベルに達していればよいの

かわかってきましたか？…でもまだピントこなくても大丈夫です。この講座はそれに応える内容になります。Ⅰ

A の主要分野の問題演習・解説を行います。受講生の到達度に合わせて基本の解説（教科書・参考書等には書い

てない受験向きの理解の方法）も加えながら進めます。 
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ⅠA は,数と式,方程式と不等式,２次関数,集合と論理を扱う予定です。 

さらにⅡBはそれぞれの高校習い始めているので,みんなの進度・理解度に合わせて難関大受験のためには導入

部分を基礎はどう理解すればよいか,効率的に理解できる方法を一般的な進学校の進度に合わせて分野を選んで

解説します。 

 

●受験日本史 チューター指導 

３回の授業がありますが,最初の 1 回は前期までの復習の回とします。具体的には江戸時代までについて,過去

の入試問題などを解きながら重要なテーマについて整理していきます。残りの２回は前期の授業の続きを扱いま

す。前期の進度にもよりますが,明治時代から大正時代の入試頻出の時代になると思いますので,夏休みにじっく

りと取り組みたい範囲です。 

 また,夏休みに入るタイミングで入試まであと半年となります。学習法や学習進度で迷いなどあったら相談に

いつでも来て下さい。 

 

●地理・倫政経・世界史 チューター指導 

前期と継続してとりあえずは確認テストを行っていきます。ただし,基礎固めが終了し次第,論述指導や問題演

習に移る人もいるでしょう。指導形態や学習範囲に関しては個々人に合わせて柔軟に決めているので,ここに書

いても意味はありません。既に受講している人は継続して受講することをお勧めします。世界史,地理,倫理,政

経に関する学習に悩みを抱えている人は夏期だけ or 夏期から受講するのも良いでしょう（要相談）。 

 

●理系科目 チューター指導 

 主に数学・化学・物理が苦手な人向けに、演習形式で行います。 

 授業が難しくてついていけない、この分野が全然わからない etc.の悩みがある人におすすめします。 

 高２以下の方で理系科目のオリエンテーションを受けたい方にもご参加お勧めします。 


