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～２０１６年 巖丈志摩 夏期講習講座紹介～ 

 

初めに 

夏期タームのセッションは、いわゆる「集中ターム」として、レギュラータームとは異なる特色がありま

す。それは少なくとも２点あります。 

 一つは、その集中性です。「学校の勉強」に邪魔されることなく、参加者はご自分の勉強の調整を図ること

が出来ます。足りない所を集中的に埋めます。得意な分野を心行くまで伸ばせます。そのためにご自分に必

要なセッションに参加して自分の仕立てのカリキュラムが組めます、時間の配分が出来ます。自習室に籠る

ことも可能です。 

 次に、このタームの特色は、「シャッフル」が起きるということです。受験学年の方は、レギュラーターム

では学年ごとであったセッションが、他の学年(あるいは年齢)の方と同じセッションに参加されることによ

って、ご自分の立ち位置が確認でき、ご自分の不足点(あるいはストロングポイント（長所）)が理解し易く

なります。それに従ってご自分の勉強を再構成します。高２以下の諸君にとっては、同学年ではあっても新

しい参加者が増えるこの時期に、前期のご自身の勉強の改善点(その人々より「長く」やっておった自分なの

にここが出来ておらぬ、とか、やっぱり「長く」やった分、あそこが自分は上手いなあ、とか)を理解し、そ

の理解に従ってご自分の勉強をこれまた再構成します。 

 これらの点を考慮に入れて、後期から始まる更に進化した勉強についていくことが出来る実力を養成して

下さい。これまでの皆さんの状況に応じて夏期セッションは後記のようなセッションを設定していきます。

ご自分が参加されるセッションの概形を予め掴んでおいて頂きたいと存じます。  

なお、あるいは、後日改めてご連絡するかとも存じますが、今の段階でご注意頂きたい点を羅列しておき

ます。 

①セッションは、ご自身の必要に応じて受講して下さい。ただ、巖丈志摩のセッションは、無駄なセッシ

ョンは、原則、存在しませんので、明らかに不要と思われるような場合（偏差値で７０前後の方が「標準英

語」に参加するとか）以外は、出来るだけ参加されることをお勧めします（これは、経験則的に申し上げら

れることですが、ちゃんと必要なセッションに参加されておられる方の方が、圧倒的に合格率が良いです。

当たり前と言えば、それはそうなのですが・・・）中にはご自身は必要とは思っておらなくても受講しなく

てはいけないものがあります。その際はこちらからも提案します。 

②早朝ゼミは、受験学年の方は、原則全員ご参加下さい。なお、高２の方でも、早く英語の実力を付けて

しまいたいという方は、「早朝ゼミＢ」に限って、参加可能です。（これまでも毎年２名ほどの方はそういう

方がおりました） 

③ＥＮＰ２は、これまで受講されなかった方は、今回出来るだけご都合を付けてご参加下さい。また、一

度このセッションに参加したけれどその意味が今一歩解らなかったという方も、２度までは、参加可能です。  

④数学のセッションについては、個人の学習の段階やレベルによって異なってきますので、ご担当の先生

に個々にお訊き頂ければと存じます。また、逆に,夏期だけ設定するセッションというものがあり、夏期でな

いと参加できないというセッションもあります。この件は、特に現役の諸君についていえるもので、このよ

うなセッション※には、現役の方は特にご参加を鋭意ご検討下さい。（例えば「小論文」とかがそれにあたり

ます） 

それでは、セッションのご案内、いたします。以下の通りです。 

■ＥⅠ：医系英語※ 

慈恵医・日医・東邦・昭和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,その対策と演習
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をおこないます。 

なお,国公立大学医学部志望者の方にも受講をお勧めします。 

■ＥⅡ：受験英語① 

「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。 

■ＥⅢ：受験英語② 

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。 

■ＥⅣ：早朝ゼミ① 

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。それくらい、あえてそのためのセッションを設ける必要があ
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るくらい「発音」は重要です。が、この数年、巖丈志摩の塾生で基礎力の足りない人というのがほとんどい

なくなっており、ということは、発音の部分で苦労しておる人はいなくなっており(と期待し)、この発音矯

正のセッションは割愛しております。が、ボキャビルを効率化するうえでの残りの 2 つのポイントはやはり

皆さんの習熟しておらぬ、あるいは知らぬことと存じております。 

 ですので,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,

是非ご参加下さい。 

 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。 

■ＥⅤ：早朝ゼミ② 

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。 

■ＥⅥ： ＥＮＰ２ 

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

おるそれとは,似ていて実は、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,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異なり,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。また、現塾生でまだこのセッションに参加したことがない方は、必ず参加して頂き

ます。 

外部の方でも、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いる諸君には,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
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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) 

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。) 

■МⅠ：受験数学①（数学Ⅲ①） 

数Ⅲ①(極限・微分・積分)「理系の生徒にとってこの分野は入試出題率が極めて高くこの範囲の攻略無くし

て合格はあり得ません。後期テキストは少々レベルアップするのでその準備として入試頻出問題を多目に選

定し演習を行っていきます。尚、授業は演習→解答へのアプローチ→再度演習→解答解説という形式で展開

していきます。集中して攻略して下さい」 

■МⅡ：受験数学②（数学Ⅲ②） 

数Ⅲ②(複素数平面と平面上の曲線)「複素数平面と平面上の曲線(二次曲線・媒介変数表示・極座標)は数

Ⅲの 1/3 程度を占め、微積との融合問題も出題されるので決して軽視出来ない必要不可欠な分野です。又、

この分野を苦手とする生徒も多いので本講座では、基本〜標準の重要問題を多目に選定し数Ⅲ①同様の形式

で授業を展開していきます。尚、最終日には入試頻出問題に解答解説をつけて渡すので 3 日間の講座終了後

演習すれば効果が必ず現れるはずです。頑張って攻略して下さい!!』 

■МⅢ：受験数学③（数列攻略） 

 漸化式の利用、群数列、格子点など入試で得点差のつきやすい箇所を中心に演習します。 

前期内容を含め、基本事項をしっかりと復習して臨んでください。 

■МⅣ：受験数学④（数学Ⅰ・Ａ総合） 

公式の暗記だけでは解けないような、難関大入試で合否を分けるレベルの問題を中心に演習します。 

夏以降はこういったレベルの問題をより多く演習して、得点力を付けていきましょう。 

■МⅤ：受験数学⑤（数学Ⅱ・Ｂ総合） 

公式の暗記だけでは解けないような、難関大入試で合否を分けるレベルの問題を中心に演習します。 

夏以降はこういったレベルの問題をより多く演習して、得点力を付けていきましょう。 

■МⅥ：受験数学⑥（場合の数 確率攻略） 

場合の数、確率は公式が少ない分、問題ごとに思考力を要求されるものが多く存在します。 

入試本番でそれらに対応できるように、思考力を必要とする問題を中心に演習します。 

■ＪⅠ：受験総合国語※ 
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 読解力の基礎の定着を図る演習授業。 

（現代文）   

筆者の問題提起・主張を捉え、理論的筋道を的確に辿った上で設問に解答する力を身に付ける。 

近代・現代の社会背景（システム）との関わりをつねに意識しながら読解する。 

（古文） 

 古典文法の知識の定着・古語(語彙)の習得を基礎とし、作品世界（場面設定・ストーリー展開、主題）

を理解する練習を積む。 

（漢文） 

 句法を確認し、効率よく内容を理解する力を身に付ける。 

☆客観識（センター型）、記述式を適宜組み合わせて多様なテーマ、出題形式に慣れるようにする。 

■ＪⅡ：受験小論文※ 

 初心から、中級レベルまでを対象とする。 

 ○受験小論文の基礎事項の確認 

 ○受験小論文の基礎事項の確認 

 ○小論文で求められることは何かを理解する 

 Ａ）課題文の要約練習 

 Ｂ）課題文に対して自分の意見を説得力をもって論述する（演習） 

 Ｃ）出題された背景としての社会的問題の解説 

⇒◎答案は添削採点の上、翌日返却し講評する。 

 ☆皆さんの総合的国語力を論述を通してチェックします。 

■ＴⅠ：受験日本史 

 今年度は前期で江戸時代まで学習を進めました。夏期講習の内容については受講生と相談をして決定して

いきますが、夏の学習の中で、この後の学習の指針やここまでの学習の質を振り返ることができればと考え

ています。 

受験まであと半年ですが、焦らず、一方で全力で頑張っていきましょう。 

■ＷⅠ：受験世界史 

世界史の勉強は進んでいますか？ 夏期講習では、実際の入試問題を解きながら、文化史を講義します。

文化史は歴史の社会的背景を理解する上で欠かせません。文化史の勉強を通じて通史の確認もしていきまし

ょう。 

■ＣⅠ：受験化学① 

前期で終わらなかった分野(おそらく有機化学が大半になると思われます)を短期集中で行います。有機化

学は積み重ねの分野ですので 3 日で完璧になるとはおもっていませんが、3 日で必要な知識を一通り学習し

てもらいます 

■ＣⅡ：受験化学② 

受験レベルの総合問題を解くための知識は入力されていることを前提として、演習を行い知識の定着と思

考力を高めていきます。具体的には冊子の問題が全て解けるという状態が最低レベルと考えて下さい。 

■ＰⅠ：受験物理① 

この講座では波動について扱います。 

波の式、音波、光波を１日ずつ演習して行きます。レベルとしては典型～応用です。 

基本の公式の確認なども行いますが、メインは演習となりますので、基本レベルは各自学習して来て下さ
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い。(何をやっておけばいいかを知りたい人は聞きに来て下さい。) 

■ＰⅡ：受験物理② 

この講座では入試に頻出である単振動について扱います。 

単振動はほかの範囲の問題と絡んで出てくることと多いので、様々なパターンがあります。 

レベルとしては応用以上です。 

典型問題レベルを学習済みであることが好ましいです。 

持ち物は、筆記用具と考える気力です。 

受講に不安があるかたは、予め相談してください。 

■ＢⅠ：受験生物 

「理系生物典型問題から応用問題への架け橋」 

巖丈志摩では前期に全体の範囲を一周し、後期には最新の問題を使いランダム演習を行います。早い時期

にこのランダム演習に入ることにより、より総合的な「生物学的思考」が磨かれることだと思います。生物

とは、個体にしろ、集団にしろ複雑系です。用語の単純暗記ではなく、様々な分野の知識がつながることに

よって「イキモノ」について考察を深めることができるのだと思います。これが応用問題、考察問題への対

策です。知識は点ではなく、線、そこに終わらず樹状に…。夏期では、進化系統・生態系の最後の仕上げ、

そしてランダム演習と移っていきます。しっかりと全体を見渡せる総合的力をつけていきましょう 

■ＥⅦ：高２英語①② 

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。 

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。両

方受講して下さい。 

■ＥⅧ：高１英語①② 

対象は,難関大学を志望している高 1生です。 

 レギュラータームであまり扱わなかった構文・文法の演習をします。 

対象は,難関大学を志望している高 1生です。レギュラータームで主に扱った長文問題の形式を使います。そ

れの演習を通じて背景のマトリックスを提示し、確認していきます。 

■МⅦ：高２数学 

 この講座では数 B の数列について扱います。 

レベルは基本～典型です。等差数列、等比数列の公式の確認や ∑の導出なども行います。 

持ち物はノートと筆記用具です。 

■МⅧ：高１数学 

この講座では数 Aの図形の性質について扱います。 

レベルは基本レベルから行います。公式の証明、定理の確認も行います。 

持ち物はノートと筆記用具、学校の教科書です。 

 

 


