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～２０１５～２０１６年 巖丈志摩 冬期講習講座紹介～ 

成長のアナロジー(譬え)として一つ、蝶の「変態」(幼虫からサナギ、そして成虫への変化)がありますが、巖

丈志摩のセッションに関してもそれが言えます。 

巖丈志摩の中学部は、「蝶の幼生」として、まずは食べ方を学び、慣れ、出来るだけ大きな体を作ります。そ

れは、勉強の基本的なやり方と習慣を身につけ、その規格に沿って出来るだけ健やかに知力を成長させるという

ことです。 

その際に肝心は、いずれ将来は飛翔することになる蝶であるとしても、今の自分が与えられている物理的な規

格は、あくまで、地を這う毛虫でしかないのであれば、今集中すべきは目の前の葉っぱであり、それをどうやっ

ておいしくモリモリと食べるかということです。つまり、食べ方の練習、食べる対象の選択(正に食べるべきも

の、逆に食べてはいけないもの、更に、食べる必要のないもの、の弁別ということです)、自身の消化力の確認

とそれに即した食べる量の安定化が、この時期の修行対象となります。  

そうして、学年が進むに従い、一度、それまでため込んだ栄養を集約して再構成して、次の活動の場に使える

規格に大きく作り変える段階、つまりサナギになります。 

それが始まるのは「高２夏」ということです。その時期には、はっきり、具体的に志望校も決まり、そのレベ

ルを確認することができ、その境地(目標地点、将来、飛ぶために、必要な栄養(知識・学力)を、ため始めます。

それまでに鍛えた消化力でドンドン食べて、こなしていきます。そして、その栄養を体の組成に利用します。 

(このようなことですので、一般の予備校でも「高 2 の夏」を「入試の天王山」と評してその重要性を人々に

喚起しているのも一理あります。また、17 歳(高 2 の歳)は、「感性脳」の完成の 1 年であると言われておりま

すが、上記のアナロジーと趣旨が通底すると思います。一般に、「詩」に身をよじるように感動できるのは、若

者です。優しい気持ちに溢れた叙情詩のちょっとしたフレーズにポロリと涙を垂らしてしまうのは、17 歳の秋

です。) 

 

そして、その後、羽化が、始まりますそして、その後、羽化が、始まりますそして、その後、羽化が、始まりますそして、その後、羽化が、始まります。。。。    

飛翔の為に使える翅の組成をゆっくり確認していきます。徐々にです・・・。 

例えば、翅を開いてみて所期の大きさに作られていたか、もし大きさが足りないのであれば飛び方を工夫する

必要があるのか、あるとすればその飛び方はどういうものか、あるいは、幸い、その翅が所期の大きさの翅にう

まく出来ていたとしても、その翅は、実際に羽ばたいてみて、ちゃんと故障なく、どこかの筋が折れることなく、

バランス良く動かせる強度を備えているのか、その翅の根元の筋肉は、その十分大きな翅をリズミカルに動かせ

るほど十分に強いものなのか・・・などなど、確認します。  

 

その過程は、高 3 になる春の前までに終了します。 

そこから、やっと、飛び始めます。「成虫」に、めでたく、形の上だけは、なります。 

しかし、そこでまだ終わりではありません。そこから、新たなシステムの安定した運用を実地におこない、安

定して餌を取れるようにならなければなりません。 

それが高 3 の夏以降の時期です。 

・・・そんなアナロジーで・・・そんなアナロジーで・・・そんなアナロジーで・・・そんなアナロジーで巖丈志摩巖丈志摩巖丈志摩巖丈志摩の時期ごとのセッションは表現できます。の時期ごとのセッションは表現できます。の時期ごとのセッションは表現できます。の時期ごとのセッションは表現できます。    

 

さて、上記のような文脈で今回の冬期セッションをご説明するなら・・・ 

①中 3 以下の学年は、必ずしも受験を意識することなく、まず勉強の全体像をつかむための基礎練習を積む 
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②高 1 は、受験勉強の範囲とレベルの確認を即行する 

③高 2 は、分野性のない科目は、入試問題を実際に解く。分野性のある科目については、未習分野があれば早

急にこれを学習し、既習といえども基礎レベルで終わってしまっている分野がある場合は、早く受験レベルの問

題を解く体験をする 

④高 3・浪人生は、受験の当日に使う受験用の技術を確認し、連日それを使う練習を続け、もって、試験当日

熱が 39 度あっても、前日眠れなくて当日とても眠くても、緊張して頭にカーッと血が上っていても、その日の

朝お母さんとケンカして家を出てきたため精神的に不安定でも・・・そんな、さまざまな、負の要因があっても、

当日、その場で、合格点が確実に取れるくらいの習熟度に、自分の勉強を磨きあげていくということになります。 

 

以下は、具体的に今回の各セッションについて、簡単なご案内を致します。 

 

●受験医系英語（※受験医系英語は、センター直後に行います） 

今年の巖丈志摩の生徒は、昨年に比べて、高卒部はまあまあ良いのですが、現役部の生徒が、まだまだです。この

ままでは、昭和も危ないでしょう。 

ですので、例年ですと、慶應とか日医の問題を中心に問題研究をする冬期セッションですが、今年は、謙虚に、昭

和や慈恵医の問題を対象に演習します。そのような簡単な問題でも視点を変えればまだまだ学ぶべき派生があります。

そこをお示ししましょう。 

次に、皆さんのほとんどが国立大学医学部を志望しておられることを踏まえて、多少骨のある国公立系の記述問題

を取り扱います。現状では、こちらの方の力量も、みなさん、まだまだといったところだからです。 

 

●標準英語(または ENPⅢ) 

 一部の、基礎レベルを十分にクリアしておらぬ受験学年の生徒及び新しく巖丈志摩の英語のセッションに参加しよ

うとしておる高 2 生を対象としたセッションです。(特に、冬期からご参加の高２生の方はご参加を勧めます) 

 入試英語の処理の原則と鉄則を説明し、それの具体的な適用の場面を体験していきます。 

 

●英語マラソンゼミ 

受験の英語の問題を処理する上でどうしても避けて通れない,文法･構文･熟語･読解分野にわたるポイントというも

のがあります。それを,冬期のこの時期に,最終確認する授業です。 

センター英語の処理で,「自分は処理スピードが足りない」と感じられている方にも受講を勧めます。このセッショ

ンを受講すれば,「問題解答スピードに自信がもてない」などとは,まず言わなくなること請け合いです。処理の体感が

変わると存じます。 

センター英語で高得点を取りたい方には、特に受講を勧めます。 

このセッションで「まな板」にのせる問題形式は,整序英作文,空所補充形式(文中空所補充も含む）,正誤弁別問題,標

準的な内容真偽形式,構文把握力を試す下線部訳出形式,指示語の確定問題,設定字数 20 字程度の説明問題,省略語提示

問題・・・です。基本をちゃんとやります。徹底してやります。念を入れてやります。 

朝の 9 時から夜の 9 時まで,延々と,英語のポイントについて,具体的な問題を通じて,ポイントの習熟を目標に演習／

解説を繰り返していきますので,体調万全で参加して下さい。(毎年,誰か倒れます(そうでなくとも鼻血を出します/これ

は集中しすぎて)・・・今年は無事に過ごしたいものです) 

 

●受験英語① 
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後期までのセッションで英語の演習は十分であろうと思っていると,毎年,実は演習量が足りなかったので 

はないか,と思われる結果が出ることがありましたので,今年も最終確認のこのセッションをおこないます。 

指導効果の面で考えても,確かに,この時期にちゃんとセッションをしておくことには,意味があるようでありまして,

毎年,授業や試験まで少し間があると,マイペース過ぎる生活で,のんびりとした反応や学力の落ち込みが見られるとい

うことがありますので,それを回避すべきではあると判断しました。そこで,この時期に,あえてセッションをします。 

その時の,参加者の状況によって,内容・指導を変化させていきます。また,形式は,プリント演習ではありますが,少し

解答のプロセスの説明をしたあとで,参加者がご自身でそのオリエンテーションに従って自力で後日解答練習ができる

ようにしていくものです。つまり,自学自習用のプリントを,セッション中に,「このプリントはこれこれの点に気をつけ

て,これを意識して解くようにしましょう。最低このくらいの点数を,このくらいの時間で解くようにするのです・・・」

とかいった簡単な説明を加えつつ,大量に与えて,もって,この入試直前の大事な時期に,効率の良い演習をする方向に道

を開くものです。 

いつものセッションと異なり,このセッションは演習に時間を取ることは,あまりやりません。お渡しするプリントに

対してその都度,その解法に関する簡単にオリエンテーションをおこない,それを各人が後日解いてみるかたちになり

ます。解答付きで問題をお渡しします。 

なお,このセッションは,「マラソンゼミ」を基点として組まれています。このセッションの前半(１)は,「マラ 

ソンゼミ」のいわば「前哨戦」で,後期までに学習している(はずの)解法の確認をします。後半(２)はマラソンゼミのレ

ヴューとなり,実際に時間を掛けて演習時間内に書ききる,解答しきる力を確認します。(「マラソンゼミを基点とする」

と申しても,もちろん,マラソンゼミと同じ問題をやるわけではありません)。ご都合に応じて片方のセッションだけの参

加も可能です。 

ご自分で問題を選んで自己演習するより効率は格段に良いですよ。 

 

●受験英語② 

「客観式英語」を主に題材として取り上げます。対象は、早･慶を受験する諸君です。(但し、私大医学部を第一志

望にしておる人にも受講を勧めます) 

主に私大に頻出の、「判断系」の長文総合問題をマテリアル(題材)として取り上げます。私大では他の形式も出題さ

れますが、この session では、正誤弁別問題、文法上の空所補充形式、整序英作文などは、補充プリントでカバーし、

更に慣れてもらいたい形式やレヴェルのものに関しては「マラソンゼミ」で徹底して習熟していきます。 

英作文の方は｢英作文ノート｣で個人ごとに添削指導をしておりますし「記述英語」の方でオリエンテーションをし

ますので､このセッションでは、指導しません． 

今回の集中セッションは、夏期と異なり、演習が中心となります。 

 

●受験英語③ 

標準～上級の国公立系の記述英語の解法と,その攻略法を確認し,具体的な演習を行います。 

「総合問題」の形式の過去問は使用し、時期も時期ですので、問題演習をドシドシやっていく建前ではありますが、

記述力の前提となる「読解力」を鍛える session でありたいものです。 

記述系の問題攻略は,理論だけを申せば単純です。あまり確認すべきこと(項目)もありません。(ましてや、それより

単純な「原則」に至っては、情けないくらい簡単です)これまでのセッションを通じて理論的なもの,注意すべきポイン

ト,解答の手順・・・さまざまなことに関して,確認すべきことについての話は,してきております。 

ただ,この,入試直前のこの時期,何が問題か,何がポイントかと申せば,話だけではなく,理屈だけでなく,“実際に そ

れが できますか”ということなのです。“そこ”を,その力を,実際に問題を解ける力を表現する,完成させる session

がこの講座です。 
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・・・ですので,実際書く,書ききる,ということを参加者の皆さんで確認していきます。セッションの形式は、従っ

て、「K 方式」が原則となります。 

実際の試験当日に合格点を取るための時間の使い方をシミュレーションするセッションです。 

 

●高２英語 

指導のポイントは、以下３点となります。①～③です。 

①では、文法・構文・語法のオリエンテーションを主におこないます。対象は,高 2 の方で,東大をはじめとする難関

大学志望者の方を考えてはいますが,中には,まだ標準的な問題の解法のプロセスに習熟しておらぬ方もおりましょう。

そういう場合は,そのことは説明しようと存じております。 

 今の時期は,高 2 生の諸君であれば,読解はまあまあ出来ても実は構文や語法の知識が曖昧な諸君がおります。そうい

う諸君に,実際の入試問題の演習を通じて,その手の問題がどのように出題され,それを攻略するにはいまからどのよう

な勉強をしていかねばならないのかを確認したいものです。 

②では、記述問題を使用して,「構成把握」のオリエンテーションとその実践を主におこないます。対象は,高 2 の方

で,難関大学志望者の方です。 

一般に,問題処理の下ごしらえとして,「処理四天王」とでも申すべき,解答に至る上での前提になる処理があり,それは,

①つなぎ言葉の完全理解②共通構文の確認③指示語の確認④フレージングということになりますが,これらをちゃんと

(つまり正確に),そして効率よく(速く)適用出来る力を養成します。 

③では、記述問題を使用して,限られた時間内にどうやって合格点を確実に解いていくかということを意識した演習

をおこないます。 

対象は,高 2 の方で,難関大学志望者の方です。 

レベルと形式は,難関の国公立大学の記述系の問題の演習ということになります。 

以上のセッションでは、この指導ポイントに沿った自己演習プリントも出しますので,今回のセッションが終わった

後もそれを自分で解いて更に力を付けて頂く必要があります。 

 

●高１英語①② 

東大や国公立医学部医学科を志望としている新高 2 生を対象とした講座です。英語の問題を処理する上でどうして

も避けて通れない必須の処理法を具体的に、過去問の演習を通じて確認し、習熟していきます。 

 演習プリントとして使うマテリアルは、標準的な国公立大学の入試問題です。 

 

●ＥＮＰⅡ 

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。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,一般の「学校」でやっておるそれとは,似て異なるものです。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,構文や熟語であったりして,この

ENP２でやっておる「基本文法」に集中した内容では,無かったりするからです。 

 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,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を指導するものです。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,高１以上の,初めてこの授業セッションに参加する諸君です。高 2 の方でも初めて巖丈志摩の英語の

セッションに参加する場合,またこれからも英語のセッションへの参加を考えておられる方は,このセッションからご

参加下さい。 
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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。 

さて,こういう演習を中心とした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

入れます) 

勿論,本当に 3 時間(か 2 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。 

このセッションは,冬期以降巖丈志摩の英語のセッションに参加することを考えている方には,必修セッションとさ

せていただきます。 

 

●受験数学①「数学ⅠＡ総合」 

 数学ⅠＡの内容を中心に入試問題を演習します。 

合否を分けるような、思考力を問うレベルを中心に扱います。 

事前の予習は必要ありません。日頃の勉強の成果を発揮してください。 

 

●受験数学②「数学ⅡＢ総合」 

 数学ⅡＢの内容を中心に入試問題を演習します。 

合否を分けるような、思考力を問うレベルを中心に扱います。 

事前の予習は必要ありません。日頃の勉強の成果を発揮してください。 

 

●受験数学③「数Ⅲの総仕上げα<微・積分>」 

『医系、理工系入試での数Ⅲの占める割合は高く、ここでの失敗は致命的になります。しかし、確実な計算技術、典

型的問題演習を積んでいれば、かなりの得点が望まれるのも数Ⅲです。本講座では、数Ⅲ全範囲(複素数平面は除く)

から出題率の高い良問を選び、この問題演習を通して① 

曖昧な知識の再点検②基本事項の具体的な応用③多くの生徒が陥りやすい盲点の指摘④簡潔な答案のまとめ方を解説

していきます。数Ⅲを苦手とする者は勿論数Ⅲを得点源にともくろむ者にも、4 月からの学習の総決算として、絶好

の講座になるはずです。頑張って攻略して下さい。』 

 

●受験数学④「数Ⅲの総仕上げβ<複素数平面実践演習>」 

『複素数平面はベクトル同様過去の入試問題をみても厳しい問題は殆ど出題されておらず得点源に出来易い分野です。

本講座では厳選された入試問題を通して「絶対値と共役複素数、ド・モアブルの定理、極形式、N 乗根、回転と相似

の合成変換、一次分数変換 etc」出題頻度の高い重要事項を攻略していきます。尚、授業では扱いませんが夏期講習で
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扱った問題の中から基礎確認問題を 15 題程タイトルつけて準備したので復習を兼ねて初講日迄に必ず解いておいて

下さい。当然、解答は初日に配ります。何とか頑張って攻略して下さい。』 

 

●受験国語①「古・漢中心。センター対策と総まとめ」 

○「古文・漢文」のセンター対策講座 

 センター試験で「９割」を「目標」として、ラストスパートをかけよう。 

＜実践的演習を行う＞ 

古文攻略 

時間内で答案を完成させる。 

・効率の良い読解 

・文法・単語・古文常識の確認 

漢文攻略 

満点を目指す。 

・古文の基礎読解（特に用言の活用）が基礎 

・句形の確認 

○受験古文・漢文（センター以外も含め）の「総まとめ」として位置づけ、 

 基礎の確認、実力伸長を目指す。 

＊冬期受講までに（言うまでもないことだが） 

 各自「古・漢」の基礎固めを出来うる限り行っておくこと！ 

“能動”！！ 

 

●受験国語②「センター試験対策（現代文）」 

 センター試験の現代文は評論文と小説文からそれぞれ出題されますが、この 100 点分の対策を不十分なままセンタ

ー試験当日を迎える受験生が少なからずいます。しかし、センター試験の鉄則は、「穴を作らない（広く浅く）」です。

穴を穴のままでいては後悔が残ります。もちろん、センター試験までの日数が限られていることも承知です。現代文

は、本来は長い時間がかかる科目ですが、短期間で身につけられるものもあります。そのための現代文の姿勢を鍛え

る 2 日間にしたいと考えています。 

 

●受験小論文 

 実践演習形式で行います。 

 ・課題文読解型（要約＋論述） 

 ・複数資料読解型 

 ・テーマ型 

○論述の「型」（共通）の定着 

 ・論理的展開 

            →「説得力」ある論述 

 ・具体的事例の活用 

○論述に臨むときの“心構え”（総括） 

 

●受験化学 
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問題を解く上での最低限の知識があることを大前提としてテストと演習をします。しっかりとした準備をして臨ん

でください。 

 

●受験物理①② 

受験物理では最終確認として全範囲を復習出来るような演習を行う予定です。 

①では力学及び熱力学 

②では電磁気及び波動 

について行います。 

また、時間内での処理を確認するためにもどちらも 1 回はテスト演習を行います。 

レベルは典型問題～難問を予定しています。 

持ち物はノートや LP2 必要ならば参考書や問題集です。 

講座に関する質問やこんなことをやって欲しい等の要望がありましたら出来る限りうけつけますので言ってくださ

い。 

 

●受験理系生物 

入試に直結する典型問題の確認と、その応用問題を演習していきます。知識問題よりもグラフ読解問題などの考察

問題を中心にやっていきます。少しだけセンターの演習もやります。毎年恒例のセンター試験予想もやりますが、競

馬の予想のようなものとして楽しんで聞いてください。生物は努力の結果が安定した得点として表れてきます。入試

本番に向けて、正確な解答を作り出す能力にみがきをかけ、最終的な確かな力を確認しましょう。 

 

●受験日本史 

 通史を終えていますので、各大学の入試問題を中心に、私大の正誤問題の考え方・学習方法などを中心に検討をし

ていきます。また、内容については、苦手になりがちな分野（文化史等）にも目配りをしていきたいと考えています。 

 

●受験世界史 

この時期、世界史選択の皆さんはまだ勉強が終わっていない範囲や自信がない分野に焦りを感じているかもしれま

せん。けれど、必要以上に焦ることはありません。冬期講習では、敬遠しがちな戦後の現代史を２日間に渡って勉強

します。膨大なように見えるこの範囲ですが、押さえるべきポイントを押さえれば暗記もしやすくなります。まずは

センターに向けて良いスタートを切りましょう。 

 

●高２数学「数学Ⅲ」 

この講義では複素数平面について演習していきます。 

持ち物としては筆記用具とノートをお願いします。 

レベルは基本～典型レベルです。 

 

●高２数学「数学ⅠＡⅡＢ」 

高校３年生になる前に 1A2B の総復習が出来るような講義です。 

基本の復習を行います。 

持ち物は数 3 同様ノートと筆記用具です。 
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●高２古典 

 高校 3 年生になると理系であれば理科、文系であれば社会の学習に追われる受験生が多いと思います。では、残り

半分を切った高校 2 年の間に何を成しておくべきでしょうか。それは、英・数・国の基礎分野の完成です。この 3 教

科は高校 3 年生では新しい知識を学ぶことがないような状態で、演習中心の学習にシフトしていきたいところです。

この英・数・国の中で最も疎かにされがちな教科が国語ですが、古典分野の知識の遅れは特に高校 3 年生の学習スケ

ジュールに大きく影響してしまいます。この高校 2 年で古典の知識分野を押さえておければ、高校 3 年の国語の学習

は比較的スムーズに進めることができます。本講座は高校 2 年生で知っておくべき古文の助動詞・助詞、漢文の句法

に触れる講座です。12 月の授業時で学んだことを年明けの授業で確認の試験をする形式をとりますので、冬休みの国

語の学習が明確なものになるとも考えています。 

 受講者は、①古文の用言を文章中から見つけられて活用が言える、②古文の助動詞がすべて言える、③古文の助動

詞の意味がすべて言える ように学習をしてきてください。それが第一の課題です。 

 

●高２化学 

理科は浪人生と現役生の差がつきやすい科目となっています。そこで、受験化学の基礎をやりながら、受験化学と

はどういうもので、どのような勉強をすればよいのかを知ってもらいたいと考えています。はじめが肝心なので頑張

って行きましょう。 

 

●高２物理 

高二物理では 1 月からはじまる本格的な物理の講義の準備を行う講義です。 

定義の確認や公式の導出、物理の勉強方法など解説していきます。 

持ち物はノート、筆記用具、学校で用いているテキストや問題集です。 

 

 


