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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。朝の 6 時から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（例えば偏差値で７０前後の方が「ENP2」に参加するとか・・・こ

れって、明らかな無駄です）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。まあ、こんなことは、

「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／逆に、昨

年高 2 の時に早朝ゼミ B に参加された方は、今年は早朝ゼミ B の参加は不要です。） 

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。 

受験学年の方には学習再構成の、従って実力伸長の可能性を秘めたタームである、夏期、高 2 生の方には難関大

学受験のための実質的なスタートとなる夏期、そして高1 の方には極端に学力を伸ばすための土台を作るチャンスとな

る夏期、そんな夏期の始まりです。是非、上手く動いて、将来日本有数のお方になる皆さんの土台を作り始めて下さ

い。 

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。 

 



2 

 

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,その対策と習熟をおこないます。なお、今年は特に第一志望が

国公立大学の方が多いので、記述系のとてもためになる良問演習を楽しくやります。 

 

ＥⅡ：受験英語① 

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。 

 

ＥⅢ：受験英語② 

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。 

 

ＥⅣ：早朝ゼミ①（Ｂ）(連想) 

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、夏期講習前に 1 回セッションをおこなう予定です。 

 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
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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（Ｃ）(語源) 

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：早朝ゼミＡ（発音矯正） 

 対象は英単語の暗記がはかばかしく進まなくて悩んでおられる受験学年の方と、これから英単語の入力に力を注ぎたいと希望に

溢れておられる高２の方が対象です。(場合によっては高１の方も参加出来ますが、その方は、英語の語彙力を学校で突出したもの

にしたいという雄渾な意欲のある方でお願いします) 

 受験生で英語を伸ばさなければならないのは重々承知で、そのためにも単語の知識が決定的なものになることを百も承知なので、

毎日単語を勉強しておるのに上手く覚えられない方。そのような方の学習が非効率なことの原因は、まずは「発音」の問題、なの

です。語学は一般に音が大事で、対象となる言語で使用されておる「音」にまず慣れるということが必須のこととなるのですが、

単語の学習に苦手意識のある方は、この最初のステップを踏んでいない可能性が高いです。このセッションはこの語学学習の最初

にして下手したら最大のステップをしっかり踏んで頂く助けになるセッションです。 

 具体的には、いわゆる「発音記号」の名称とその発音を解説し、実際に音を出す練習をします。皆さんが誤解しておることが多

い発音についての誤解を、様々なディメンションで解除し、発音が出来ることが如何に語学学習で必須であり、なおかつ効率的か

を実感して頂ければ、と存じます。 

 

ＥⅦ：ＥＮＰⅡ（基本英語【高２以上対象】） 

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。 
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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) 

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。) 

 

ＥⅧ：ＥＮＰⅡ♯（入試に踏み込むレベル） 

 形式的な部分は前記の ENP2 と変わりませんし、内容もかぶりますが、前記の ENP2 と違うところがあります。それは、スピ

ードと質です。テキストの解説の部分で、多分学校でやっておられる個所は少し端折らせて頂き、ポイントとなるところの説明に

解説を集中します。基礎項目の習熟の部分は割愛し、今回のアイデアで処理できる入試問題の実際の部分を示し、「なるほど、今回

やっておる「基本文法」というのは、このように適用するのか!上手くできておることよ!」と感動して頂きます。 

 

ＥⅨ：ＥＮＰⅢ（対象は外部生） 

 現在在籍している予備校のセッションをもの足りなく思われている外部の方、学校の授業だけでは入試用の得点能力を付けてい

くことは出来ないのではないかと不安な方、試験の現場で得点を確実にとっていくためのメソッドについてしらない方、何となく

知っていても体系的でない形でしかやってない方・・・そのような方に受講をお勧めします。 

 このセッションの後では、入試英語で難しいのは単語だけで、構成の把握も、問題形式に応じた処理のパタンも、実は大して難

しくなどないのだ、と理解して頂けることと思います 

 メニューとしては、①速読法②基本文法の適用の実際③問題形式に対応した処理パタン・・・といったことになります。 

 想定できる効果としては、もし単語力が派生語を含めて 5,000 程度ある方ならイキナリ次の模試で偏差値が 10 伸びるという

ことがあげられます。 

 

ＥⅩ：ＥＮＰⅣ 

 前記の ENPⅢを受講した方を対象とした、英語の偏差値を 70 以上で安定させるための、受験英語学習の鉄板チクルス(連続講

義)となります。 

 ENPⅢの路線に従って、早慶・東大・上位医学部に通用する得点力をつける技法をお示しします。 

 

Ｅ➀：高２英語①② 

 現在在籍されておる塾生諸君を対象としたセッションです。ですので、東大・早慶・医学部・東工大に 1 年半後に合格すること

から逆算した指導になります。 
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 ①は長文総合演習、②は国公立記述演習となります。細かな雑門的なもの、単純な知識を確認するための問題は、補助プリント

としてたくさんお出しします。ドリルしてください。 

 

Ｅ②：高２英語ｒｅｍｅｄｉａｌ（summer から） 

 前期に高 2 のセッションに参加されていない方で、後期からは巖丈志摩の高 2 セッションにハラを括って参加したいという雄渾

な心を抱いておられる方を対象とした補習セッションです。 

 

Ｅ③：高１英語①② 

 現在巖丈志摩に参加している方を対象としたセッションです。ですので、志望校としては早慶以上を目指すことになる皆さんを

対象としたものとなります。まだ、志望校は具体的には確定しておりませんが、人間には目標というのが要りますから、いまは、

まずは、それぞれの在学校で学年トップになって頂くことを目標にしております。 

 そこからスタートです。 

 

Ｅ④：中学英語速習（中３までのポイント演習・ドリル【中３・高１対象】） 

 前期に巖丈志摩の高 1 クラスに在籍していないけれども、後期からは巖丈志摩の高 1 英語に参加したいという堂々たるお心をも

っておられる方に、てっとり早く、6 時間ほどで中学 3 年間の英語の学習の通覧をして頂き、その後、課題を出しますのでそれを

元に習熟も狙って頂く補習セッションです。 

 なお、このセッションは、学校でとりあえず英語だけでも学年トップになりたいという大志を抱いておられる現在中 3 の方も受

講をお勧めできます。 

 中学校 3 年間の英語は、やり方が上手ければ、10 時間程度で概形は終わります。そのやり方をお示しします。 

 

МⅠ：受験数学①（数学Ⅲ演習α） 

数Ⅲα(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。後期に扱う問題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Ⅲ演習β） 

数Ⅲβ(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。また、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Ⅲα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の解答

解説をつけて渡すので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（数学ⅠＡ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。 

前期で学習した内容はしっかり復習してある状態で授業に臨んでください。 

 

МⅣ；受験数学④（数学ⅡＢ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。 
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前期で学習した内容はしっかり復習してある状態で授業に臨んでください。 

 

МⅤ：高２数学 

高 2 数学では数 B の空間ベクトルについての講義及び演習を行います。 

レベルは基本～典型です。平面ベクトルが学習済みであることが好ましいです。平面に比べてイメージしにくい範囲ですのでし

っかりと学習していきましょう。普段学校で用いている教科書や問題集などを持参してきて下さい。 

 

МⅥ：高１数学 

この講座では数 A の場合の数についての講義と演習を行います。場合の数は確率にもつながる大事な範囲ですのでしっかりと基

礎を押さえておきましょう。基礎からやるのでまだならっていない方でも大丈夫です。持ち物はノートと教科書です。 

 

ＪⅠ：受験総合国語 

◎夏休みは「ステップアップ」の大切な期間です。 

Ａ．現代文 

＜論説・説明文＞ 

 文章の構造を分析しながら、主張を読み取る。 

 ＜随筆＞ 

筆者の感性、美意識を把握し、自然・他者との出会いを追体験する。 

＜小説＞ 

人物像をおさえ、心情の変化とその要因を因果関係として把握する。 

以上、基本的な「読解」作業の要点を確認する。 

Ｂ．古典 

ａ 重要語句、文法の確認 

ｂ 短期間で効率よく、しかも的確に古文を読解する。 

  古文読解が中心となるが、センターレベルの漢文にも触れる。 

ａに関しては、各自の個別の努力・精進の積み重ねの成果が問われるので、８月末の講習までに十分に自習しておいてください

（当然のことですが）。 

◎センター試験形式のみならず、より難易度の高い早稲田型記述を含んだ問題も扱います。センターしか必要としない人も、チャ

レンジしてください。 

 

ＣⅠ：受験化学① 

前期で扱いきれなかった分野(主に高分子系)の講義をして残りは有機化学の演習を行います。はじめは参考書等を参照しながら

でも良いので構造決定のやり方を構築していってください。 

 

ＣⅡ：受験化学② 

前期で講義した理論化学分野の演習を行います。後期からのテスト演習を有意義なものにするためにも夏休みで化学を一通り終

えておく必要があります。全分野の冊子の復習をよく行ってください。 

 

ＣⅢ：高 2化学 

化学計算の基本や化学の勉強の仕方を教えながら講義演習を行います。受験化学というのは範囲が非常に狭く体系的に学べば成
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績が伸びやすい科目です。今後受験化学を勉強する上での指針となればと思います。 

 

ＰⅠ：受験物理① 

この講座では波動についての講義及び演習を行います。レベルとしては基礎～典型レベルです。一日目に波の式、二日目に音波、

三日目に光波を扱います。波動の範囲は非常に得点源にしやすい範囲ですのでこの機に学習しましょう。やる気に満ちたやる気に満ちたやる気に満ちたやる気に満ちた高２生も

受講してみて頂いても問題ありません(受講する場合、事前に課題などを出す可能性があります)。受講者への事前課題事前課題事前課題事前課題として「ド

ップラー効果の式の導出プリントの作成」をお願いします。（例年宿題で出していたのですが一日などでは厳しいと思うので） 

図などを用いて分かりやすいものを作ってみてください！教科書をみてもネットで調べてもなにを用いても結構です。 

 

ＰⅡ：受験物理② 

この講座では受験物理で出題数が多い「単振動」についての難問演習難問演習難問演習難問演習を行います。単振動は特性上力学以外の範囲とも絡んで出

題されるので、電磁気・波動・熱力学(力学は言うまでもなく)の典型問題レベルが解けるレベルで受講して頂けるのが好ましいで

す。さまざまな条件下における単振動の問題を解くことを通じて、他の問題などにおいても、どのような運動をしているのかなど

を見抜く力が養われますので大変な講座ではありますが、是非参加してみて下さい。持ち物は普段使用している参考書・問題集と

ノートです。 

 

ＰⅢ：高 2物理 

高 2 物理は受験物理の概要や物理の勉強法などを、演習を中心に指導する講座です。入試で物理を使うけれど、どのように勉強

して良いか分からない高 2 生の方は是非、受講して下さい。予習などは特に必要ありません。 

 

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、集団にしても複雑系です。

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、生態系の最後の仕

上げ、小問集合による知識の確認、を行っていきます。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 

 

ＢⅡ：高２生物 

オリエンテーション 

理系に進む皆様は、今が決断のラストチャンスなのだと思います。上位校を目指すとなると、一般的には化学を中心として化学-

物理、化学-生物と選択して高得点を取らなければなりません。もちろん、物理-地学、物理-生物、生物-地学などの取り方もあり

ますが、科目の連動性などを考えると化学-物理、化学-生物が効率的に学習できるのだと思います。そして各教科向き不向きもあ

りますし、メリット、デメリットもあります。生物についてメリットとデメリットについて書いてみようかと思います。参考にし

てみてください。 

メリット 

・勉強が進み、一度得点が安定化すると大きく変動することがない。 

・小問ごとの独立性が高く 0 点を取りにくい。 

・化学の知識が直接使えるところが多い。（化学との連動性が高い） 

・生物そのものが身近な存在であり、実感しやすい。 
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・医学部だと入ったあとの勉強が楽。 

・難易度の高い問題、最新の話題の問題は、ほぼリード文に答えがある。 

デメリット 

・覚えることが多いが、覚えただけではできない。 

・高得点で安定化するまでに時間がかかる。 

・小問の独立性が高い分、大問一つに要求される知識の範囲が広大 

・数学との連動性が低い（物理は高い） 

・身近である分考え込むと例外などが目に留まりドツボにはまる。 

・リード文にヒントが多くても読解力が無いと終わる。 

・教えられる（まともな）先生が少ない。 

一言で何が大変かというと量。これに尽きると思います。高２の夏に授業をとると、知識が膨大であったとしても知識や考え方に

触れる時間が増えます。記憶の形成には神経細胞が関与しますが、神経細胞のつながり（シナプス）は可塑的なのです。新しくつ

くられ、そして消えていくのです。まさにこれが学習のシステムなのです。記憶、考え方は新しく形成されていき、使わないもの

は忘れていきます。そして繰り返し使われる神経回路は太く、つながりも多くなり、使わなければつながりも減少します。知識を

運用したり、読み解いて考えていくには「練度」というものがあるわけです。高２の夏なので、細かい知識は忘れてもいいと思い

ます。ですが核となる知識考え方は早い段階で獲得しておいた方が良いでしょう。早めに始めることが後に大きな効果をもたらす

と思います。中心となる知識重要な考え方が身についていれば、細かい知識は附随する枝葉のようなものです。流れでつかむこと

ができると思います。（まあ少々用語の穴埋めが埋まらなくても、考察問題の論述、計算でとればいいのです。） 

 夏期で扱う分野は生物基礎の内容です。内容的には生物基礎ですが、そこからしっかりと考えを深めていきたいかと思います。

プリントで問題は準備しますので、書くものがあれば大丈夫です。 

楽しくディープな世界に足を踏み入れましょう。 

 

ＴⅠ：受験日本史 

前期では江戸時代までの政治史・経済史を学習しました。 夏期は、文化史に特化して学習していきます。 

文化史はどうしても後手にまわりやすい分野ですが、センター試験や難関大学で差がつく分野です。 

穴のない学習をしていきましょう。 

 

ＷⅠ：受験世界史 

夏は、知識を総確認する好機です。この講座では、通常の授業の内容に加えて文化史を取り上げます。文化史を通じて、通史を

見直すきっかけにもなります。ぜひ積極的に取り組んでください。 


