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進路指導部

令和 年度 一学期学習講座のご案内３

一学期学習講座を次のように開講いたします。指示に従って申し込みをしてください。
・テキスト代, 材料費のかかる場合は, 費用を負担していただきます。
・講座実施の教室・日時は、申し込みの状況によっては変更する場合もあります。

【英語】

対象学年 [中学１年] 担当：西村講座番号１ 中１英語文法（基礎)
（一般学級Tulipクラス）

英文法の問題を解きます。
【教材】プリント 【日時】毎週木曜日放課後 【場所】407教室

対象学年 [中学１年] 担当：長島講座番号２ 中１英語文法（発展)
（一般学級Daisyクラス）

英文法の問題を解きます。
【教材】プリント 【日時】毎週木曜日放課後 【場所】中１E

Ao講座番号３ Getting to Know Australia 対象学年 [全学年] 担当：

.You probably need 英検準2級 level English to understand this class

【教材】プリント 【日時】5/12（水）、6/2（水）、6/16（水）、6/23（水）
【場所】未定

対象学年 担当：講座番号４ 英検２級対策講座
C Brunelli[中学１年～高校三年] .

英検2級に必要な語彙プラス4技能（Reading, Writing, Listening, Speaking）の力を
。 （ ） 、 （ ） 。つけます 英検 5月29日 までは筆記のスキル 英検後 最後の2回 面接練習をします

【教材】プリント
【日時】月曜日（4/26、5/10、5/17、5/31、6/21） 16：00～17：00 【場所】 615

対象学年 担当：末吉講座番号５ 英検準２級対策講座
[中学１年～高校三年]

英検準2級に必要な語彙プラス4技能（Reading, Writing, Listening, Speaking）の力
。 （ ） 、 （ ） 。をつけます 英検 5月29日 までは筆記のスキル 英検後 6 21 は面接練習をします/

【教材】プリント
【日時】月曜日（4/26、5/10、5/17、5/31、6/21） 16：00～17：00 【場所】 中３A

対象学年 [中学２年] 担当：佐々木講座番号６ Let's enjoy English!
（一般学級）

各回の前半は やゲームを通して英語を楽しく、たくさん使用することが目的でActivity
す。英語の得意・不得意に関わらず誰でも大歓迎です！また、後半は主にリスニングを行

。い、聞く力を伸ばします

【教材】プリント 【日時】毎週月曜日 【場所】 中２E

対象学年 [中学２年] 担当：多田講座番号７ 中２英文法
（一般学級）

英語の英文法の復習を中心に、授業の予習内容も盛り込みます。演習問題を通して、ラ
イティングやスピーキングにつながる文法の習得を目指します。

5-Stage2とその他、こちらでプリントを用意【教材】
【日時】毎週金曜日16：00～17：00 （4/26より開始） 【場所】中２

対象学年 [中学２年] 担当：前田講座番号８ Basic English
（国際学級） ウチクラ

中２Ｆで学ぶ文法事項を復習・予習します。メンバーについてはこちらからお声掛けし
ます。お声掛けしなかった生徒ももちろん参加することができます。

文法問題集・新中学問題集【教材】
【日時】毎週月曜日16：10～17：00 （4/26より開始） 【場所】未定

対象学年 [中学３年] 担当：木下講座番号９ 中３英語文法基礎

授業で扱う文法事項の復習を行います。

【教材】プリント
【日時】毎週火曜日（4/27、5/11、5/18、6/8、6/22、6/29） 7：40～8：10 【場所】 617B

対象学年 [中学３年] 担当：講座番号１０ Reading
B Luyckx.

Increase your reading skills. There will be lots of short readings to match yo
ur level and interests. 英語の読書をレベルアップ！あなたのレベルと興味に合った短
いテキストがあります。

【教材】プリント
【日時】火曜日（5/11、5/18、6/1、6/8、6/15、6/22） 7：40～8：05 【場所】 518



対象学年 [高一、高二] 担当：講座番号１１ 英検準１級対策講座
B Luyckx.

Prepare for the Pre-1 Eiken. We will concentrate on listening and writing. The
last two dates we will practice for the interview test.

【教材】プリント
【日時】金曜日（4/23、4/30、5/14、6/4、6/18） 16：00～17：00 【場所】 615

対象学年 [高一、高二] 担当：井手講座番号１２ 英文法基礎

英文法の基礎を学び直したい人を対象とします。中学レベルの復習から始めて基礎の徹
底を目指します。

【教材】テキストを購入していただく予定です
【日時】木曜日 7：30～8：10 （4/22開始予定） 【場所】 518

対象学年 [高一、高二] 担当：浦田講座番号１３ 長文読解

初歩的な入試問題を解いてみましょう。無断遅刻、欠席は厳禁です！

【教材】プリント 【日時】火曜日（4/27、5/14、6/1、6/8、6/15） 16：00～17：00
【場所】 高一D

対象学年 [高校二年] 担当：江口講座番号１４ 高二英語 入試長文問題演習
原・白鳥

大学入試を踏まえ、英語長文問題を演習します。授業の中で問題に取り組み、概要の押
さえ方や問題への取り組み方を学んでいきます。演習を積んで着実に実力を養うことが目
的です。

【教材】プリント 【日時】4/30、6/4 7：30～8：10 【場所】 高二
5/10、6/8、6/17、6/21 16：00～17：00

理講座番号１５ 大学入試リーディング演習 対象学年 [高校三年] 担当：青木

多くの過去問題に触れながら、制限時間内に問題を読み、必要な情報を得ていく練習
を積みましょう。レベルは中級～上級程度。

【教材】プリント 【日時】毎週土曜日 12：15～13：15 【場所】607

対象学年 [高校三年] 担当：佐藤講座番号１６ 英文法徹底演習
（大学入試基礎レベル）

問題演習を行いながら弱点の補強を行います。自分の弱い分野のみ参加可能です。
第１回：時制 第２回：助動詞 第３回：不定詞 第４回：動名詞 第５回：分詞

【教材】プリント 【日時】土曜日 12：15～13：15 【場所】未定

【数学】

対象学年 [中学１年] 担当：川口講座番号１７ 中１数学演習～基礎・標準～
（火曜日）

1学期で学習する内容を中心に、演習・解説を行います。中間試験までは、基礎から
標準の内容を中心に扱います。なお、担任の先生より個別に声がかかった生徒は、必ず
受講するようにしてください。
※木曜日に同じ内容の講座があります。自身の予定を確認して、どちらか片方を選択
してください。

【教材】プリント 【日時】毎週火曜日（4/27開始） 【場所】未定

対象学年 [中学１年] 担当：山下講座番号１８ 中１数学演習～基礎・標準～
（木曜日）

1学期で学習する内容を中心に、演習・解説を行います。中間試験までは、基礎から
標準の内容を中心に扱います。なお、担任の先生より個別に声がかかった生徒は、必ず
受講するようにしてください。
※火曜日に同じ内容の講座があります。自身の予定を確認して、どちらか片方を選択
してください。

【教材】プリント 【日時】毎週火曜日（4/29開始） 【場所】未定

対象学年 [中学２年] 担当：矢ヶ崎講座番号１９ 中２標準応用数学

授業で扱った標準問題、扱えなかった応用問題を演習します。授業時間で補えない部
分をやさしく補います。数学が得意な人、やや不得意な人、もっと頑張りたい人、奮って
参加しましょう。

【教材】プリント 【日時】毎週土曜日 13：25～14：15 【場所】未定

対象学年 [中学３年 担当：池田講座番号２０ 数学学習講座 標準 ］
山下

女学館では、中3から高校の内容に入るため、内容が徐々に難しくなっていきます。こ
の講座では、授業で扱った内容を復習します。数学を得意科目にしたい方や数学に苦手意
識がある方はぜひ受講してください。

【教材】プリント 【日時】毎週火曜日 16：05～ （4/20開始） 【場所】中３Ｃ

対象学年 [中学３年] 担当：池田講座番号２１ 数学学習講座 発展

問題集や授業で扱った問題のなかで難易度の高い問題を中心に演習、解説を行います。
数学が好きな方、数学を好きになりたい方、ぜひ受講してください。

【教材】プリント 【日時】毎週金曜日 16：05～ （4/23開始） 【場所】中３Ｃ



対象学年 [高校一年] 担当：小川講座番号２２ 数学Ⅰ・Ⅱ演習 （基礎～標準）

。1学期の数学Ⅰ・Ⅱの授業で学習する内容の演習を行います。

【教材】プリント（教科書も持っていると取り組みやすい）
【日時】毎週土曜日 13：30～14：30 【場所】未定

対象学年 [高校一年] 担当：成島講座番号２３ 数学A演習 （基礎～標準）

1学期の数学 の授業で学習する内容の演習を行います。A

【教材】プリント（教科書も持っていると取り組みやすい）
【日時】毎週火曜日 16：00～16：50 【場所】高一Ｃ

対象学年 [高校二年] 担当：矢ヶ崎講座番号２４ 数学ⅠＡ講座

共通テストで必要な内容をおさえながら、全体の復習をします。意欲のある高一も受
講できます。自分ではなかなかやりづらい分野も取り組みます。

【教材】プリント 【日時】毎週木曜日 16：10～17：00 【場所】未定

対象学年 [高二理系] 担当：姉川講座番号２５ 応用数学ⅡＢ

授業の進度に沿ったⅡＢの範囲で、頻出の問題を中心に演習を行います （ⅠＡは別。
講座を参照してください ）たくさん解いて演習を重ねていきましょう。実力をしっかり。
伸ばしたい方、模試対策をしたい方、奮ってご参加ください！

【教材】プリント 【日時】毎週土曜日 13：25～14：15 【場所】高二Ａ

対象学年 [高校二年] 担当：姉川講座番号２６ 標準数学ⅡＢ

授業の進度に沿った基本事項を演習形式でおさらいします。既習の範囲を振り返りつ
つ演習する機会となりますので、数学に苦手意識がある方にもおすすめです。理系も文系
も奮ってご参加ください。

【教材】プリント 【日時】毎週金曜朝 7：40～8：10 【場所】未定

対象学年 [高校三年] 担当：榊原講座番号２７ 数学ⅠＡⅡＢのcheck test

実際の大学入試問題を扱う演習中心の講座になります。
４限実施なので問題解説もしながら、数Ⅰ Ⅱ の必須事項をまとめていきます。A B
みなさんの苦手（？）な「ベクトル 「数列 「場合の数と確率」を中心に扱います。」、 」、

【教材】プリント 【日時】毎週土曜日4限 【場所】高三Ａ

対象学年 [高校三年] 担当：榊原講座番号２８ 数学Ⅲのcheck test
～計算中心～

たかが計算と侮ってはいけません。数Ⅲは何といっても計算力の涵養こそ重要であり
この力は正しい方法論に基づいた経験値に比例します。
本講座では微分法・積分法の計算力を養うことを目的にします。
朝の時間を有効に使う者は受験を制す。

【教材】プリント 【日時】毎週金曜日7：35～8：10 【場所】620Ａ

【国語】

対象学年 [中学１年] 担当：西村講座番号２９ 国語・文法解説教室
桑原

中1で学ぶ口語文法について定期試験の範囲の予復習を行います。中間前は文の成分・
文節の関係・十品詞表、期末前は名詞・代名詞・動詞についてです。ゲームなども取り
入れながら楽しく学習します。

【教材】文法の教科書、プリント
【日時】5/15（土）、6/19（土） 13：30～14：30 【場所】中１

対象学年 [高一、高二] 担当：阿久津講座番号３０ 教養を身につける小論文入門

本講座では、大学入試小論文を射程に置きつつも、小論文を書いたことがない・書き
方を知らないというビギナー向けの講座です。まずは、文脈に乱れのない正確・平明な日
本語の文章を書けるように訓練します。そして、昨今の課題型小論文入試や書籍を用いて
基本的な教養を身につけながら、短い小論文を書いていきます。受講者の答案は担当者が
毎週添削します。テーマ別の課題文を読み、簡単に要約もしていきますので、現代文が苦
手な人の対策にもなります。

【教材】プリント 【日時】毎週金曜日 16：15～17：15 【場所】518

対象学年 [高校二年] 担当：藤本講座番号３１ 現代文演習（中・上級）

問題演習を通していろんな文章に触れてみたい人、読解のコツを探りたい人、記述問
題の練習をしたい人、受験に向けて早めにスタートしたい人、が対象です。

【教材】プリント 【日時】毎週木曜日 16：00～ 【場所】高二Ｅ

対象学年 [高校二年] 担当：河辺講座番号３２ 古文演習
＊他学年応相談

問題をガンガン解き、ガンガン解説していきます。古文の力を伸ばす意欲に満ちた方、
実践力をつけたい方、一緒に頑張りましょう！

【教材】未定 【日時】毎週火曜日16：00～17：00 【場所】高二Ｅ



対象学年 [高校二年] 担当：河辺講座番号３３ 漢文小説を読む！
＊他学年応相談

5 月より一ヶ月に 2 回の講座です。漢文小説「人虎伝」を訓読文で読み、皆で鑑賞し
ます。因みにこれは現代文で扱う中島敦の小説「山月記」のもととなった小説なので、読
めば「山月記」の読みも深まること間違いなし！ 漢文に慣れたい方だけでなく、近代文
学好きの方にもおすすめです。

【教材】プリント
【日時】土曜日（5/8、5/29、6/5、6/19） 13：30～15：30 【場所】高二Ｅ

＊時間は短縮、延長の可能性あり

対象学年 [高二、高三] 担当：青木講座番号３４ スタンダード漢文読解講座

毎時間、やや短めの漢文（150字前後）を読んで、漢文句形（句法）や漢文重要語、
漢文読解の仕方を着実に身に付け、共通テスト漢文の勉強を自力で行えるまでの力を
培うことを目標にする。
現代語訳を読んだだけでは味わえない漢文のリズム、躍動感に触れ、ぜひとも古代

中国の歴史や思想に興味を持ってもらいたい。
※すでに句形（句法）や重要語をマスターしている方の参加は推奨しません。

【教材】各学年で用いている漢文のテキスト
【日時】金曜日 放課後 【場所】6１7分割教室Ａ

対象学年 [高校三年] 担当：桑原講座番号３５ 入試対策現代文

現代文は全ての教科の基底をなす重要な科目です。毎回過去問の問題演習と解説を
行います。特に要約演習に恒常的に取り組むことで総合的な国語力が養成されます。
朝を制する者は受験を制する。志を高く持ち励んでいきましょう。

【教材】プリント 【日時】毎週火曜 7：35～8：15 【場所】518

【理科】

対象学年 [高二理系] 担当：長谷川講座番号３６ 高二 化学の演習

Teams授業の進行に合わせた問題演習を行なっていきます。開講は5月ですが、4月中は
もしくは を用いてオンラインでの実施を予定しています。OneDrive

【教材】プリント 【形式】対面（4月はオンライン）
【日時】毎週火曜 7：40～ （5/11開始） 【場所】高二Ｂ

対象学年 [高校二年] 担当：伊東講座番号３７ 物理演習

授業で説明した範囲の問題集の演習を行います。

【教材】プリント 【日時】毎週土曜日 13：00～14：00 【場所】未定

対象学年 [高三理系] 担当：飯田講座番号３８ 基礎確立化学（平衡・高分子）

各分野の教科書の最後の章になる平衡・高分子は、現役生にとっては学習量を十分に
確保できないまま受験本番を迎えてしまいがちな単元です。本講座では通常の化学演習Ⅰ
と並行して授業では扱えなかった問題を演習し、知識の定着を図ります。化学がいまいち
得意になれず、点数が思うように上がらないと嘆いている化学受験者にはぜひ受講してほ
しい講座です。

【教材】プリント
【日時】木曜日（4/22、5/13、6/3、6/10、6/17、6/24） 7：35～ 【場所】615

対象学年 [高三理系] 担当：飯田講座番号３９ 入試化学演習

いわゆる難関大学の入試問題でも、よく読みこむと今の力でも正答を導けるものが多
くあります。通常の化学演習Ⅰではまだ講義形式の授業が続いており、演習量が十分では
ありません。本講座では女学館生が過去に多く受験してきた大学の過去問を用いて入試問
題に触れいていきます。化学受験者にはぜひ受講してほしい講座です

【教材】プリント
【日時】金曜日（4/23、4/30、5/14、6/4、6/18、6/25） 7：35～ 【場所】615

対象学年 [高校三年] 担当：阿部講座番号４０ 物理演習（力学・熱力学）

「慣性力と円運動 「単振動 「熱と気体の法則 「気体の分子運動と内部エネル」、 」、 」、
ギー 「気体の状態変化 「断熱変化とモル比熱」を学習します。」、 」、
朝の短い時間ですが、基礎を固め、入試問題解法の要領をつかむことを目的とした

講座です。
【教材】プリント 【日時】毎週木曜 7：35～8：10 【場所】620B

対象学年 [高校三年] 担当：小関講座番号４１ 生物（遺伝）

遺伝分野の問題を扱います。基礎～標準レベル。授業が問題演習に入ったら、授業で
扱った分野のハイレベル問題を扱います。

【教材】プリント 【日時】金曜7：35～ （4/30開始） 【場所】未定

【社会】

朋講座番号４２ 共通テスト対策「地理」 対象学年 [高校二年 担当：青木］

高二の段階で、国立大学受験を考えている（迷っている場合も含め）場合は、実際に
問題を解いていくことが重要です。
あらかじめ指示された該当問題を解き、共通テストおよびセンター試験問題解説を通
して、共通テスト対策をいたします。
（高二授業で受験に足りない部分の補講あり 。受講者は共通テスト過去問（約千円））
を購入していただきます（初回授業で指示 。）

【教材】プリント 【日時】毎週月曜日 7：30～ 【場所】未定



対象学年 [ ] 担当：内藤講座番号４３ 地形は山よりも高く海よりも深い 高校三年

＋系統地理問題演習

高二1学期でやった地形分野の内容、覚えていますか？オンライン授業であまり理解
できなかった、そもそもきちんと取り組めていなかったという方向けに、地形分野をお
さらいしていきます。プリント 1～22のところをやっていきます。それが終わったら、p
地形→気候→農業→鉱産資源・エネルギー→工業と、系統地理分野の難しめのマーク問
題(これまで配布した問題プリントより難しめ)を解いていきます。
地形のだけ受けたい、問題演習のだけ受けたい方は、内藤まで個別にご相談を。

【教材】高二・１学期時のプリント（Ｐ.1～22）、ipad、地図帳、資料集
【日時】毎週土曜日 12：10～13：00 【場所】高三Ｃ

対象学年 [高校三年 担当：岩崎講座番号４４ 世界史Ｂ ］

古代史・中世史の基礎固め

高二の２学期までの範囲の学習がまだまだ足りないけど、自分ひとりではできないよ
…という方のために、基礎知識を中心に流れ図で概説します。
まとめ終わったら、入試問題にもチャレンジしてみます。世界史が苦手な人対象です

【教材】タペストリー持参、プリント 【日時】金曜日または木曜日 放課後
【場所】高三

対象学年 [ ] 担当：長井講座番号４５ 世界史B論述対策（基礎編） 高校三年

世界史の論述の書き方を習得します。90字程度から始めて最終的に400 600字の問題を〜
解きます。論述が志望大学で出題される人、世界史の理解をさらに深めたい人は受講して
ください。添削を必須とするため、事前に答案を提出することを受講の条件とします。

【教材】プリント
【日時】毎週金曜日 16：00～16：50 【場所】620Ｂ

佐講座番号４６ 高三 倫理 対象学年 [高校三年 担当：大西］

共通テスト「倫理 「倫理・政治経済」を受験する予定の人（現時点で選択肢の一つと」
して考えている、未定である、あるいは単に内容に興味があるという人でも構いません）
を対象に、高一現代社会で扱わなかった分野（日本思想、西洋現代思想）の解説や、演習
問題などを実施します。

【教材】プリント 【日時】毎週火曜日 7：40～ 【場所】分割教室

＊この講座のみ申込締切4/26【特別講座 （有料）】

最少実施人数講座番号４７ 世界とつながろう 対象学年 [ ]中１、中２
～ ～ 24名Global Connect Class

「英語を通じて人と繋がる」をテーマに、英語コミュニケーション楽しみながら異
文化理解を深めます。オンラインセッションでは、海外現地とつながるバーチャルホ
ームステイや現地校同世代の学生と のバディチャットを、対面セッションでは、海
外で活躍する日本人の方の講演を聞き、その後実際に日本に留学している留学生との
交流があります。講座を通して異文化の理解を深めます。

【費用】半期18,500円（税込）
【期間】全5回（1コマ90分：間に10分間の休憩あり）
【実施日】5月～10月までの土曜日午後

①6月5日（土）
②6月19日（土）
③7月9日（金）ZOOM
④9月18日（土）
⑤10月23日（土）

◆ 一学期学習講座 申し込みについて

□ 各講座ごとに、申込書に講座番号・講座名を記入して提出してください。

□ 申込書は切りはなして、高校教員室前の申込書入れ（箱）に入れて下さい。

□ 保護者印が押してあることを確認して下さい。

保護者印がない場合は受け付けられません。

□ 申し込み締め切りは、 です。４ ２０月 日（火 （特別講座除く））

□ 開講講座は、 します。４ ２４月 日（土）に決定
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申 込 書一学期学習講座

次の受講を申し込みます。

講座番号 講座名

高 年 組 番

生 徒 氏 名

保護者氏名 印

保護者印の押印を確認してください。
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講座番号 講座名

高 年 組 番

生 徒 氏 名

保護者氏名 印

保護者印の押印を確認してください。
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申 込 書一学期学習講座

次の受講を申し込みます。

講座番号 講座名

高 年 組 番

生 徒 氏 名

保護者氏名 印

保護者印の押印を確認してください。


