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2012201220122012 年年年年    前期前期前期前期    巖丈志摩    講座講座講座講座((((セッションセッションセッションセッション))))紹介紹介紹介紹介    [[[[２０１２年３月２０１２年３月２０１２年３月２０１２年３月 31313131 日日日日    最新版最新版最新版最新版]]]]    
（前期：2012 年４月１６日～7 月２１日/全 12 回） 

受験学年対象受験学年対象受験学年対象受験学年対象    

★受験英語★受験英語★受験英語★受験英語 SSSS（担当：浅野（担当：浅野（担当：浅野（担当：浅野））））    このセッションの方針は,「偏差値と順位にこだわる」ということです。 2012 年度の巖丈志摩で,現在この session の参加者のほとんどが,東大(理Ⅲ)をはじめとする難関大学(最難関学部)を志望しているという事実に鑑み,東大・一橋・国公立医学部の入試を突破するための対策を講じ,問題演習を延々とおこないます。 このセッションの参加者のコアの諸君は,こと記述系の入試英語に関しては十分な力をもった諸君で,4 月初頭の現時点で既に,記述系の英語にだけ限定すれば,東大でも合格する実力を備えた諸君がおるわけですが,それでも,実は,2つほど懸念があります。 1 つは,確かに今はそれなりの実力はあるとしても,入試までこれから大分時間がありますので,ここで勉強を止めてしまうと力が落ちていきますので,定期的に演習をおこなうことによって,この力を,「維持する」ということをしなければならないということと,「記述系」は確かに得意かもしれないが,それでは慶應義塾の医学部のような判断系の問題はどうかというと,このような形式などでは,まだ多少の練習の余地があるのではないか,ということです。そこから展開して,特殊な問題形式についての習熟は,やはり足りないだろう,という懸念です。 この 2 点に関して,対策をしていきます。そうして,全国模試上で,このセッションの参加者は,全国のトップ層に安定して頂きたいと思っております。  ★受験英語★受験英語★受験英語★受験英語 BBBB（担当：浅野（担当：浅野（担当：浅野（担当：浅野））））    実力養成と得点力アップを念頭にセッションをおこなう。  このセッションの対象は,東大・一橋・東工大及び早慶を志望している諸君です。 方針は,以下の２つに分けて同時に行う。  （A）Base になる知識のノルマ設定  （B）難関大に特有の出題形式,また発問の特性に対応した処理の習得 （A）について  ①派生語も含めて５０００語をノルマとする  ②問題をすばやく解く前提となる基本文法のパターン化を示し,それを実際に使えるよう,鍛える （B）について  ①基本文法を応用した「おしゃれ」な判断問題を設定しているような問題を沢山解かせる  ②「文整序」問題を一般の受験生とは比較にならない程,速く正確に解くための速読処理力を付ける  ③要約問題については,過去問の研究などは既に終了し,満点をとるための高次の読解力を身に付けるためのphrasingの精度を高める  ④英作文については,「英作文ノート」を通じて完璧な英文を書くこと以上に theme に対応した鋭いリスポンスが出来るまでの知的判断力まで磨く  ⑤「下線部訳出」については,読解で一応すむはずの処理から「解釈」の領域にまで踏み込む ☆参加者全員が,全統模試で偏差値７０を超えるまでの境地に至らせる 
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★受験英語★受験英語★受験英語★受験英語 AAAA（担当：浅野（担当：浅野（担当：浅野（担当：浅野））））    実力養成をまず念頭に,解答技術の確認をもう一度おさらいするという狙いでセッションをおこなう。 「客観式英語」を主に題材として取り上げる。このセッション(session)のレベル設定は,横浜国立大学などの中堅国公立大学から早･慶である。 私大判断系の長文総合問題も比較的多くマテリアル(題材)として取り上げるが,この session では他に,正誤弁別問題,文法上の空所補充形式,整序英作文など,１人でも実は出来るものも,あえて session内で取り上げる。 また,記述系の問題では,標準～上級の国公立系の「記述英語」の解法と,その攻略法を説明し,具体的な演習を行う。 「総合問題」の形式の過去問は使用するが,あくまで記述力の前提となる「読解力」を鍛える session である。 とにかく具体的に演習する。 このセッションの参加者の中には,実戦力の習熟という点で,未了の諸君もおられるでしょうし,或いは,さらに,下手したら,実戦的な問題解法のツールの習得すら,出来ておらぬ諸君もおられると存じます。その諸君は,是非,今度はちゃんと結果を出す為に,およそ受験で使う,習得すべきツールがおることをよく理解し,今度こそそれを習熟し,もって結果を出すよう,肚を括って下さいますよう,あらためて願います。 
    

★医系英★医系英★医系英★医系英語語語語（担当：浅野）（担当：浅野）（担当：浅野）（担当：浅野）      高卒部限定セッション。医学部医学科志望者対象。 有体に申しますと,「受験英語Ｂ」と「総合英語Ａ」のこれら２つの session をちゃんとやってもらえれば,それだけで日本の何処の大学の医学部医学科でも合格する力はつくのです。 「医系英語」というのが,特別にこの世にあるわけではないのです。普通にちゃんとやれば,何処の大学の医学部医学科の入試英語でも合格点など,取れます。  が,我々の立場は,浪人生です。絶対に合格したいのです。そこで,念には念を入れたいということで,医学部医学科を志望しておる諸君に対して英語の入試で英語が「武器」になるレベルにまで参加者の得点力を磨き上げるためのセッションがこのセッションです。 上記に,「巖丈志摩の上記２つのセッションに参加するだけで十分医学部医学科には合格すると,医学部医学科の入試問題は,一般の大学の入試問題に比べて別に特別のものではない(し,一部の医学部の問題は比較的に簡単でもあります)」と,そういう趣旨のことを申し上げましたが,ただ,少しだけ気になるポイントは,あえて考えればあります。それは以下の２点です。 ①医学部医学科が特に「時代」に逆行して出しやすい旧い問題形式および内容について ②医学部医学科で特に出題頻度が高いが故に,特に習得しておくべき分野について  こういった気になるところに対応して設定しているのが,この「医系英語」session でもあります。 ①について （１）発問趣旨の統一していない正誤弁別問題研究 （２）「会話」特有の表現パターンをあえて訊く対話問題研究 （３）「時代」に逆行して（？！）まだ出題される「発音・アクセント」問題研究 これらの問題を session で演習します。 ②について  何と申しましても,“英作文”でしょう。これを,他の session とは別に,徹底指導します。 
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★★★★総合総合総合総合英語英語英語英語 AAAA（担当：浅野）（担当：浅野）（担当：浅野）（担当：浅野）     高卒部対象のセッションである。  夜間部の英語のセッションは,レベルが高いので,高卒部の中にはついていけない諸君もあるいは出ると思われます。そのような諸君を対象として設定している高卒部限定の英語セッションです。  このセッションの形は,以下のポイントになります。 （A）ノルマの設定  語彙は,派生語を含めて５０００とする。熟語・構文の習熟をあえて行わせる。センターで高得点をとるために set phase（覚えれば済むような素直に訊かれている単純なもの）を中心とした単発的な問題を特に得点にできるようにノルマ化する。 （B）入試技術  ①長文に対するテクニカルな処理について特に,授業で行う。これは,この後の巖丈志摩の英語セッションを楽しくおこなって行く上でベースになるものです。  ②判断系の問題（空所補充／対照表現／内容真偽など）を多く演習し,判断力を鍛えることも考えるが,ENP２の内容の習得ができてない諸君もおられると存じますので,参加者の出来を見つつ構文把握力を上げるための基礎演習もおこなう。  ③Reading（読解）の徹底を行うことによって,「順次検索方式」(sequential access/いわゆる「ベタ読み」※入試英語の長文処理では普通やらないことです)でも,制限時間内に問題を全て処理できる境地にまで session 参加者を到達させる。この speedをもってすれば,センター試験で２００点満点をとることは,自然,当然のこととなる。 
★★★★受験受験受験受験理系数学理系数学理系数学理系数学    数Ⅲ・数Ⅲ・数Ⅲ・数Ⅲ・CCCC（担当：角田）（担当：角田）（担当：角田）（担当：角田）    数学は,認めざるを得ない公理・公準があって,そこから導き出される定理・公式等から構成された学問です。  この基本事項である定理・公式の「深い」理解は,数学の力を養う上で必要不可欠です。この点を踏まえ,前期は基本事項を深く理解し（これが意外に時間を要して大変な作業だが,これを怠ると実力向上は望めない）標準レベルの入試問題なら,難なく対応できる力を養成していきます。  後期授業では,難関大に対応するための,かなり高いレベルの問題を扱うので,後期授業にしっかりとついていくためにも,前期も頑張って勉強して下さい。 
★数学演習★数学演習★数学演習★数学演習（担当：長澤）（担当：長澤）（担当：長澤）（担当：長澤）    前期の授業は単元別に進めていきます（最後の2回分の授業は総合問題）。レベルは基礎知識～理系中堅大学（MARCHレベル）です。つまり,前期の授業プリントを完璧にすればセンターはもちろん,理系の大学でも偏差値 60弱なら（ⅠＡ・ⅡＢに関しては）バッチリです。それだけに,復習はとっても大事復習はとっても大事復習はとっても大事復習はとっても大事です（だから,毎回確認テストをします）。 授業中は極力演習に時間を当てる予定（状況を見て多少の講義はあるかもしれません）です。当然,問題の解説やポイントは伝えます。が,自分で解けるという人はどんどん解いてもらって構いません。集団授業ですが,自分より出来る人についていこうとするのは良いことですが,自分より出来ない人のペースに合わせる必要はありません。個々に目標が違うので,当然です。  予習に関してですが,授業前に予習しなければいけないということはありません予習しなければいけないということはありません予習しなければいけないということはありません予習しなければいけないということはありません（もちろん予習してくれば,授業中に１問でも多く問題を解けると思いますが）。予習よりはむしろ復習とモキモキをたくさん解いてください。 
★総合★総合★総合★総合国語国語国語国語（担当：（担当：（担当：（担当：新井新井新井新井））））    
 国語という科目は勉強の方法が曖昧だという声を多く聞きます。市販の参考書をいくつか並べて見ても,それぞれ
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に方法論が異なっています。しかし,一見異なるように見えるその方法論たちは,共通している点があるのです。  現代文では,言葉のまとまりによる意味の生成を正確に追えるかという点が問題になってきます。つまり,文章を一つのまとまりに見て,何が言いたいのかを正確に掴むこと。その論理展開の過程の中で意味段落のまとまりを掴むことができること。さらには,意味段落を構成しているキーワードを見つけ,筆者がどのような文脈でその語を使っているか理解できること。そのようなことが重要になってくるのです。  古典（古文・漢文）は現代文と比べると手をつけやすいと言われています。しかし,それはいわゆる暗記物である単語と文法,あるいは句法のレベルだけです。それらを完璧にしても古典の文章が読めない受験生は少なからずいます。その次の読解の段階ではある種の古典的な考え方が必要になってくるのです。 文章を読むために必要な力を説明することは現代文,古典ともに簡単です。しかし,それらを自分の力とするためには鍛錬が必要となってくるのです。その鍛錬の場として本講座はあります。 
★理系★理系★理系★理系受験受験受験受験化学（担当：松田）化学（担当：松田）化学（担当：松田）化学（担当：松田）    この講座では,国立上位校や私立医学部合格を目指したカリキュラムで,授業を展開していく。 一年後の合格を勝ち取るための戦略は『たとえ数学でコケても,それを補えるほど理科の実力を付けて入試に臨 む』だったはず（何度も授業で確認済み）。  そのためには,当然,他の予備校とは違うアプローチが存在する。当然,生徒への課題も厳しくなる。授業は,厳しいが,勉強は,楽しもう。』 
★理系★理系★理系★理系受験受験受験受験物理（担当：佐々木）物理（担当：佐々木）物理（担当：佐々木）物理（担当：佐々木）    皆さんが志望する大学の入試物理で 100 点を取るためには,どれだけの参考書を読みこめばよいでしょうか？10冊,20冊,それとももっと多くを読まなければならないでしょうか？答えはたったの 2冊。物理Ⅰと物理Ⅱの教科書,受験物理で 100 点を取る上で,理解しなくてはならない参考書は,学校で配られる物理の教科書だけです。 意外に思えるかもしれませんが,皆さんが志望するような上位の大学になればなるほど,実は「基本的」な問題しか問われなくなります。 ここで,「基本的」が意味するのは,「教科書で扱う事象しか問題に出されない」ということです。上位の大学では,難しく,見慣れないような問題設定に対して,起こっている現象を把握し,教科書で扱う事象に落とし込んで問題を処理する能力があるかということが問われています。 では,教科書で問われる事象しか出題されないのに,物理の点数が伸びない人がいるのは何故でしょうか？ それは,教科書に書かれていることを実際に問題を解く上でどのように使えば良いのかを理解していない,すなわち,問題を正しく処理するためのアプローチを知らないためです。逆に,正しい問題へのアプローチさえ理解してしまえば,受験物理ではセンター試験から東大や京大といった難関大学の 2 次試験まで,一貫して同じアプローチで問題を解くことが可能です。 本講座ではこの「問題への正しいアプローチ法」,すなわち「教科書に書かれている内容をどのようにして問題を解く際に利用するか」について演習を通して身につけてもらいます。正しいアプローチを理解せずに我武者羅に問   
★理系★理系★理系★理系受験受験受験受験生物（生物（生物（生物（担当：大石）担当：大石）担当：大石）担当：大石）    生物は暗記科目！ それは違います。生物は理科の中でも暗記量が非常に多い教科ではありますが,入試問題で出てきて生徒たちの頭を悩ませるのは新しいタイプの問題です。つい去年発表されたこと,一般の人には伝わらないような内容,生の実験データなどなど。私が大学で習った内容が現在の入試では一般的な問題となっております。 皆さんの今の疑問は,このような新しいタイプの問題に対応するにはどうすればよいか？だと思います。 
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 長いリード文の中には必ずヒントがある！ そのヒントを見抜く力は演習を積むことで培われていきます。各分野ごとになるべく新しい問題で演習を積んでいくことにします。 では,なぜ巖丈志摩という場を用いて演習問題を積まなければならないのか？ 一つは,生物の問題は文章が長く市販の問題集に収録できないものが多い。また,文章が長いと一般的に売れないため編集者が問題集を出版させない。 この点に関しては,私がデータベースより問題を作成しますので安心してください。なるべく実戦向きの力の付く問題を選定します。 そして２つめは,巖丈志摩の生徒たちの高めあう空気。緊張感のある空気の中で思考の道筋はより明確なものになっていくと思います。 お互い刺激を受けながら,一年を通して生物を受験の武器にしていきましょう！ 
 

＜年間予定＞ ・ 細胞細胞細胞細胞    ・ 細胞の浸透圧細胞の浸透圧細胞の浸透圧細胞の浸透圧    ・ 組織・器官組織・器官組織・器官組織・器官    ・ 細胞分裂細胞分裂細胞分裂細胞分裂    ・ 生殖生殖生殖生殖    ・ 発生発生発生発生    ・ 酵素酵素酵素酵素    ・ 異化異化異化異化    ・ 同化同化同化同化    ・ 遺伝遺伝遺伝遺伝    ・ 遺伝子の本体遺伝子の本体遺伝子の本体遺伝子の本体    ・ 分子生物学分子生物学分子生物学分子生物学    ・ 系統分類系統分類系統分類系統分類    ・ 進化進化進化進化    
    ・ 恒常性恒常性恒常性恒常性    体液体液体液体液（血液・浸透圧・腎臓） 生体防御生体防御生体防御生体防御（免疫） 反応と調節反応と調節反応と調節反応と調節（受容体・神経・作動体） ・ 動物の行動動物の行動動物の行動動物の行動    ・ 植物の反応と調節植物の反応と調節植物の反応と調節植物の反応と調節    ・ 生物の集団生物の集団生物の集団生物の集団    ・ 個体群個体群個体群個体群    ・ 植物群落・遷移植物群落・遷移植物群落・遷移植物群落・遷移    ・ 生態系生態系生態系生態系    ・ 環境保全環境保全環境保全環境保全    ・ 総合演習総合演習総合演習総合演習    

前期 

後期 
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☆日本史演習（担当：新井）☆日本史演習（担当：新井）☆日本史演習（担当：新井）☆日本史演習（担当：新井）    一般的な予備校と違い,巖丈志摩の授業はすべて演習がメインです。社会科目においてもそれは同様です。覚えるべきことはまず自分で覚えること。難関大学を目指す巖丈志摩生にとって授業はさらにその上のレベルに這い上がる場なのです。日本史の場合,その時代その時代の本質を理解し,頭に入っている知識を生きたものにするために授業があります。 もちろん,知識を疎かにするという意味ではありません。授業では知識の確認と説明の二つをメインに進めることになります。さらに,入試問題も織りまぜながら実践力も高めていきたいと思います。 
    

☆チュートリアル（担当：☆チュートリアル（担当：☆チュートリアル（担当：☆チュートリアル（担当：文系；文系；文系；文系；谷内谷内谷内谷内。理系；。理系；。理系；。理系；伊藤伊藤伊藤伊藤））））    ≪はじめに≫  今年は世界史・地理・倫政の指導を担当させていただきます。指導の形式は主に「やることの指示」,「範囲を決めた確認テスト」,「勉強の進行状況の確認・個別面談」,「論述指導」の 4 点を行っていきます。講義は行いません。そこでこの講座案内の目的は受講を考えている皆さんにこのような形式にした趣旨を理解してもらう事,そして各科目毎の指導の特徴を理解してもらうことにあります。 ≪どうしてこの形式なのか≫  多くの予備校で行われる社会科の指導は講義が中心です。それは講義が有効だと考えられているからです。キャラの濃い先生の面白い話を聞けば,歴史等の知識がすっと頭の中に入ってくるというのはよくある話です。しかし,巖丈志摩では伝統的に「講義は時間の無駄だ。演習をやるべきだ」との方針を強く打ち出しています。何故でしょうか。それは,暗記の補助としての講義は授業で「しか」できることではないからです。今の日本では書店に行けばいくらでも良い参考書が売っています。その中には下手な講義を受けるよりもよっぽど面白おかしく知識を吸収させてくれるものがたくさんあります。そう,講義を聞くために何万ものお金を払って何カ月もの時間を費やすより,数千円を払って数週間かけて参考書を読み切ったほうが費用の面でも効率の面でも実は圧倒的に効果が高いのです。(ただし,特に世界史や日本史に関してはかなりの労力がかかるという点は否めません。) 授業で講師が行うべきこと,特に巖丈志摩のような少人数授業が可能な塾で講師が行うべきことは講義とは別のところにあります。  さらに率直に言ってしまえば,受験から四年経って知識の劣化している私に知識で負けている状態で受験に臨んでいては落ちるに決まっています。一年後に皆さんが私に知識面で勝るのは義務です。(私に専門として哲学を学んでいるので,倫理分野に関しては勝てなくても良いですが。) 知識に関しては(もちろん,知識を伝えはしますが)教科書・参考書から学んでください。  では,参考書にはできず,教師にしかできない事とは何でしょうか。それは一人で勉強することができない(やりかたが分からない)生徒に,経験者としてアドバイスをし,自分では気がつくことができない客観的な視点を提供することです。欧米ではこうした存在を teacherではなく mentor(＝助言者)と呼びます。(teacherはどちらかというと講義をする人という意味が強いのです。) この一年間で私が行うのは mentorとしての仕事という事になります。いわば私は,皆さんが私以上に知識豊富な人間に育っていく事を手助けする存在です。  具体的に何をするのでしょうか。自分が塾に行かず,独学で勉強することを考えてみてください。いくら参考書が豊富にあるからといって,なかなか一人では厳しいものがありますね。その原因は主に４つ考えられます。①そもそも何から手をつければいいのか分からない②自分を律して勉強し続けるのは難しい③質問する相手がいない④客観式問題は良いが,論述の対策は一人では難しい。  そのため,今年は上記のとおり, 
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 ①相談を通じたやるべき参考書の種類の指定と実行期間の確定→実際にやる過程での軌道修正+復習ノート作成の指導  ②年号暗記(世界史),統計暗記(地理),用語暗記を計画的に行うための確認テストの実施  ③個別相談を通じた一週間の学習を通じて生じた疑問点・学習上の悩みの解消  ④論述ノートの活用を通じた,演習力の強化  の 4点に絞って指導していくつもりです。  これを実現するために指導形態は,  a アポイントメントをとった上での個別相談(一人一回約 30 分)  b ケースを利用した宿題の応答(確認テストと論述ノートの提出)  という形をとります。前者は生徒の必要に応じて回数を決めますが,目安は 1～2 週間に一回です。相談時に論述の添削に関する質疑応答等も行います。全員が一堂に会して演習をする機会は期末の確認テストや夏期・冬期の講習のみとします。  最期に,各指導科目毎の指導形態の違いについて説明して終わります。  ≪世界史≫  世界史は社会の中でも最も「重い」科目です。聞き慣れない西洋人や中国人らの名前を大量に覚え,何十カ国もの国々の関係を細かに把握しなければなりません。しかし,同時に非常にやりがいのある科目でもあります。歴史を知るという事は,現在の世界が何故こうなっているのかを知るということです。日本史を知るという事が日本人としての自覚を持つことに密接な関係があるように,世界史を知るという事は世界の一員となることに密接な関係があります。そのために,世界史は,まるで世界旅行をするような気分を味あわせてくれる,とても面白い科目となりえます。でも,世界史を学ぶことは多くの人にとっては苦痛です。どうしたらよいのでしょう。じつはこの難しさは克服可能です。そもそも私自身が世界史が大嫌いだった人間です。(世界について知るのは楽しいのですが,暗記は苦痛でした) 現役時代には散々世界史学習で苦労しました。しかし,浪人の一年間で世界史指導前任の藤原先生や新村先生の御尽力のもと,「世界史の勉強の仕方が分かった」のです。その結果,センター本番で満点,東大の二次試験で 60 点中の 48 点を取ることができました。(更に,受ける予定の無かった慶応大学法学部の試験を試しに解いたところ,8割を達成しました) 皆さんの中には世界史好きな人もいれば世界史嫌いな人もいることでしょう。好きな人はそのまま伸びていってください。ただし,他の科目は絶対におろそかにしてはいけません。ですが,以前の僕と同じ世界史嫌いの人間は困りますね。ところで,世の多くの世界史講師は「世界史大好き人間」です。そういう人には世界史の嫌いな人の気持ちが分からないという欠点があります。Mentorとしての私の目標は,世界史の勉強が苦手な人に,世界史を得意になってもらうということです。並大抵の苦労ではできませんが,一緒に頑張っていきましょう。 ―センター対策―  センター世界史の基本は,細かな用語暗記ではなく,基本知識同士を有機的に結びつけて理解するという「骨太な」学習です。教科書,書き込み式ノート,一問一答問題集をしっかりこなすと同時に,一つの国の一つの時代の一つの事象を,他の国,他の時代,他の事象と比較し,因果関係を考えるという「質の高い」学習が不可欠になっていきます。では,それはどうすればできるようになるのか。実は,年号暗記と基礎的な用語の暗記を徹底的に反復し,基礎を固めることだけでできるようになります。全ての科目において言えることですが,基礎的な分野を,時間をかけて確実にこなすことによって,質の高い,応用の効く学習の礎が出来上がるのです。応用は礎が出来れば自然に出来るようになります。要は,毎週の確認テスト(年号暗記と一問一答に関して行っていく予定です)でいい点数を取ってもらう事が第一なのです。こうした基礎は,私大の世界史,国立の世界史でいい点数を取る上で必須です。一緒にセンター高得点を目指しましょう。(出来れば満点を！) ―私大対策― 



 8

 私大の世界史ははっきり言って理不尽な問題が多い面があります。いくら対策しても満点を取ることはできないでしょう。しかし,それとは別にちゃんと対策すれば出来る問題も多くあります。どちらが大事なのでしょうか？「絶対に」後者です。前者に気を取られて,細かな暗記ばかりしている受験生,「国立を目指すから」といって私大の世界史を解いても復習しない受験生,そういう人は勘違いをしています。私大で差のつく問題は理不尽な問題ではなく,「受験生はおろそかにしがちだが,勉強すれば確実に正解できる問題」なのです。私大の過去問を見て,「こんな問題答えられるわけねーよ！無理無理！」と言っているあなた。本当に全部の問題が正解不可能ですか？嘆く前に今自分にできることをやりましょう。私大の世界史を対策する皆さんには,センター対策に加えて市販の問題集(短い論述を含む)の演習を数冊分やってもらった後,「赤本研究ノート」を作ってもらいます。余裕で受かってしまいましょう。 ―国立対策―  国立の世界史と言えば論述です。しかも,ほぼすべてが数百字に渡る「大」論述です。(本当は少ない字数だと考えるべきですが。) 一問一答や百字以内の論述の対策は私大の対策とほぼ変わりありません。では大論述はどうすれば伸びるのでしょうか。ただ解くだけでは無理です。人に添削をしてもらったうえで書き直しをしなくてはいけません。それも一回論述を書いたら,合格レベルに達するまで何度でも書き直して先生に提出すること。これ以外に論述を伸ばす方法はありません。その際に分かっていくことは,「論述とは作問者との対話,採点者へのアピールなのだ」ということです。苦しい作業ですが,粘り強く再提出を繰り返してください。必ず伸びます。大学に行っても通用する,本物の文章力を一緒につけていきましょう。  ≪地理≫  いまどき地理で受験する人は東大生か理系のセンター社会科のいずれかでしょう。(二年前に一橋の地理受験の人がいましたが。) 「地名暗記とかだるい」というのが率直な感想なのではないでしょうか。しかし,実は地理はとても面白い科目です。政治経済や現代社会,世界史等よりも,今の世界の仕組みをしっかりと理解することができるのです。受験地理は知識ではなく,「地理的思考能力」を問う科目です。そうした思考能力を携えれば,街中を歩く上でも面白い発見をすることができるようになります。ある建物がどうしてそこに存在するのか,なぜここにこんな森があるのか,そう問い始めた時に地理的思考能力が発揮されます。歴史科目とは異なり,Storyではなくて Cause を探るのが地理の特徴です。なので,言ってしまえば理系科目に近いです。こうした思考力を一緒に身につけていきましょう。 ―センター対策―  センター地理で出題される知識は,参考書２～３冊を読みこんでしまえば或る程度身につきます。しかし,そういった知識があったとしても正解できないのが地理の難しいところです。8 割が限界といったところでしょう。ここで選択肢は二つあります。①より深い知識を身につける②問題演習を繰り返して演習力を高める。両方とも達成しないと地理はうまくいきません。そこで,地理のセンター対策においては,確認テストで統計資料と地名に関する深い知識を身につけてもらう(テキストには Gakken から出ている「ジオゴロ」を用います。)と同時に,早い段階でセンター試験の実際の試験を演習してもらいます。9 割越えで安定することは難しい科目ですが,難関大を目指す以上,必ず 9 割を突破していきましょう。 ―国立対策―  ここでは東大対策について主に書きます。東大地理の対策は東大の過去問研究に始まり東大の過去問研究に終わります。センター試験対策における地理の暗記が完璧ならば,東大の地理で必要なのは新聞を読んで得られる知識ぐらいなもので,後の問題は東大が要求する地理的思考能力と論述力に終始します。東大の地理は論述の字数が極端に少ないことが特徴で,余計なことを書いていては点数が無くなってしまいます。「何を書くべきなのか」を考え抜く力が必要になってくるわけです。春から基礎的な論述問題集を演習した後,秋から徹底的に東大の過去問を用いた添
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削指導を行っていきましょう。私はこうした方法で勉強した結果(当時巖丈には地理の講座がなかった為に塾には頼らずに,) 浪人時代,東大地理の模試と本番 7回で 40 点を切っていません。皆さんも,東大地理の本番で,40 点台乗りを「最低」目標として一緒に頑張りましょう。 ≪倫理政経≫  倫理政経は「現代日本を生きるための基礎教養」です。倫理を知ることで人生を深く生き抜いた人の思想にふれることが出来ます(逆に言えば「ふれる」ことしかできませんが)し,政経を知ることで,日本や世界の国々がどのような原理原則に従って動いているのかを知ることができます。高校の範囲では大した扱いはなされていませんが,大学の文系に進むならば必ずどこかの範囲が自分の専門にかかわってきます。そして理系であったとしても日本人として生きていく上で知っておいた方が良い「実践的な」知識が最も含まれている社会科目です。基本的にはセンター試験のみでの受験だと思いますが,「センター試験対策」を超えた,「生きるための為の学習」を心がけてほしい科目です。 ―センター試験対策―  センターのみで受験する科目に必要なのは,「最小限の労力で得る最大限のパフォーマンス」です。効率よくやることを心がけましょう。そのためには,過去問演習→徹底した復習の繰り返しが最も有効です。なぜならば,「センター試験に出るところ」を自ら知ることができるのは過去問演習を通じてのみだからです。そのため,現役生にも浪人生にも,なるべく早い段階で過去問演習に取り掛かってもらいます。センター演習に関しては,「センター研究ノート」と復習ノートの作成を中心に行い,基礎的な暗記に関しては一問一答を中心にやります。 
中高一貫教育部中高一貫教育部中高一貫教育部中高一貫教育部    

★高★高★高★高 2222 英語（担当：英語（担当：英語（担当：英語（担当：浅野浅野浅野浅野））））    対象は,早･慶や国公立大学を志望しておる高 2 生です。  このセッションの形は,以下のポイントになります。 （A）ノルマの設定  語彙は,派生語を含めて５０００強とする。(単語集２冊目終了のレベルです)熟語・構文の習熟もあえて行わせます。センターで高得点をとるために set phase（覚えれば済むような素直に訊かれている単純なもの）を中心とした単発的な問題を特に得点にできるようにノルマ化する。 （B）入試技術  ①長文に対するテクニカルな処理について特に,授業で行う。  ②判断系の問題（空所補充／対照表現／内容真偽など）を多く演習し,判断力を鍛えることも考えます。  ③Reading（読解）の徹底を行うことによって,「順次検索方式」(sequential access/いわゆる「ベタ読み」※入試英語の長文処理では普通やらないことです)でも,制限時間内に問題を全て処理できる境地にまで session 参加者を到達させる。この speedをもってすれば,センター試験で２００点満点をとることは,自然,当然のこととなる。 
★高★高★高★高 2222 数学（担当：数学（担当：数学（担当：数学（担当：長谷川長谷川長谷川長谷川））））    ⅠA は既に学習済みのはずなので難関大入試につながる応用を取り入れ（理解度によって基本も確認します）,ⅡBは基本から始めて標準問題が解けるようになること,柔軟な思考力をつけることを目指します。取りあげる問題もそれに見合うものを集めています。 ただ問題は,ⅡB は高校によって進度が違い,その時点でまだ習っていない分野の可能性があるのですが,皆さんに状況を確認し,効率よい理解の方法を指導しますので,それを参考に頑張ってついて来てください。また,既に習った範囲でも入試につながる理解の方法だったかどうか,確認,解説しますので気を抜かないでチェックしていきましょ
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う。それでも解らないなどの問題が起きたらその都度相談,質問してください。周知の通り,難関大を受験するにはⅡB の範囲を高２いっぱいで習うのでは遅れをとってしまうので,ある程度先取り学習が必要です。 前期の予定内容は受講生の進度,理解度も考慮しながら進めていきます。高校との両立,勉強法など困り事があれば遠慮なく相談して下さい。また,定期試験で出席出来ないことがあれば早めに相談して下さい。 
★高★高★高★高１１１１英語（担当：浅野）英語（担当：浅野）英語（担当：浅野）英語（担当：浅野）    対象は,国公立大学を志望しておる高１生です。  このセッションの形は,以下のポイントになります。 （A）ノルマの設定  語彙は,派生語を含めて４０００強とする。これは,一般の単語集も２冊目に入り,提示されている単語の基本派生語を２例ほど覚えていく学習ノルマです。 （B）入試技術  ①長文に対するテクニカルな処理について,授業でオリエンテーションをしていきます。  ②判断系の問題（空所補充／対照表現／内容真偽など）もたまには演習し,判断力を鍛えることも考えますが,ENP２の内容の習得ができてない諸君もおられると存じますので,参加者の出来を見つつ構文把握力を上げるための基礎演習もおこなう。  ③Reading（読解）の徹底を行うことによって,「順次検索方式」(sequential access/いわゆる「ベタ読み」※入試英語の長文処理では普通やらないことです)は無用のことであるという感覚を醸成しましょう。        

★高★高★高★高１１１１数学（担当：長谷川）数学（担当：長谷川）数学（担当：長谷川）数学（担当：長谷川）    高１でも既に高校の数学がある程度進んでいる生徒もいますし,また初めて習う人でもこれから先取り学習していく必要があります。それ故,前期のうちにⅠA 全範囲を大学受験につながるような基礎力から応用力をつけることを目標とします。 一般的な進学校の進度に合わせて後期はⅡB に入っていきます。 単に問題が解けるようになるだけではその後伸び悩みますので,教科書や参考書には書いていない考え方,計算法も解説していきます。扱う問題数も重要・頻出項目を多めで効率よく実力がつくよう授業を進めます。途中,質問も時間のある限り受けますので遠慮なく来て下さい。  ★★★★英語英語英語英語 DjsDjsDjsDjs（担当：浅野（担当：浅野（担当：浅野（担当：浅野・谷内・谷内・谷内・谷内））））    「Dｊｓ」（ディー ジェイ エス）について “大人物（だいじんぶつ）セッション”という裏の意味が,この講座名にはあります。 大きく成長したいという志を持った方に参加していただきたいと思います。 基本は,塾長の浅野かチューターが,決まった日時に,英語の指導を,個人個人に応じて,メニューを考え,個別指導します。また,その他の改善点についても場合によっては指導します。 何をやっているのか,一見,巖丈志摩の講座の中で,一番その内容が解りにくいセッションなのですが,要は,一種の個人指導です。今まで巖丈志摩ではやっていなかったセッションの形式です。 巖丈志摩で初めて,今年から個人指導形態の講座を設けた,その講座が「Dｊｓ」です。 講座を設けたきっかけは,これまで,巖丈志摩では,これまでセッションを設定していなかった高校１年生以下セッションに対して関心をもって下さる方が多くなったり,そういう学年対象のセッションがあるなら参加したいという方が多くいらっしゃったり,学力不足のため,に不安のある方が,入塾したいのだけど,ついていけるか心配などのご連絡が度々あったのですが,これまで高校１年生以下は授業設定していないので,今まではお断りしていたので
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し。また,巖丈志摩の授業セッションに参加するには,学力不足があまりにも大きい方は,お断りせざるを得なかったのですが,何か指導して差しあげる方法があるのではないか,と考えた末のことです。 学力差が大きい生徒や個人個人によっての不得意の強化に,個人指導が有効であるのは,授業外での生徒との質問応答などで有効なのは承知していましたが,授業に参加していない方に,その機会を設けるものとして,講座設定を致しました。 そういうわけで,参加者のメンバーもバラバラです。(高 2 生と中 2 生が一緒の問題を解いていたりします) 現在のコアな参加者は, “周りに何歳も違うお兄さん,お姉さんがうろうろして,先生に指導されているのを目の前にしても物怖じせず,勉強するのが当たり前のように黙々と課題をこなす中３生”です。 この講座に参加するには,学力は問いません。但し,やる気は人一倍あるという方に参加していただいております。 他の巖丈志摩のセッションとの違いを特に申し上げれば,以下の通りです。  ①入退出自由(※他の巖丈志摩のセッションではあり得ません) ②本人の出来るところから始める(※他の巖丈志摩のセッションはセッション方針の方が重視されます。参加者は,それに自分を合わせていきます。) ③学校の勉強を重視する(少なくとも)尊重する) (※他の巖丈志摩のセッションでは,学校の勉強は,原則,無視しております) ④時間設定も比較的自由(※他の巖丈志摩のセッションでは,時間設定は塾側で決めます) ⑤補習も個別に設定(※他の巖丈志摩のセッションでは,補習は集団ごとになります) ⑥各人バラバラに演習する場合がある(※他の巖丈志摩のセッションでは,全員一緒の問題を同一時間内に演習します) 


