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夏を利用して、勉強するクセを。

　「夏を制する者は受験を制する」「夏は受験の天王山」などと言われるように、

暑い夏をどう過ごすかが毎年受験生の合否を左右すると言っても過言ではありません。

　まとまった時間がとりやすい夏休みは、得意科目を伸ばす、または苦手科目を克服するのに最適です。

また、「この夏頑張った！」という自信が、夏休み以降の学習にも影響を及ぼします。

そういった意味でも、もうすでに「受験」は始まっています。

 　f i t の夏期講習は、通常授業と同じく理解重視で、きめ細かく行います。時には喝を入れながら、

この夏を乗り越える f i t s をスタッフ一同、万全の体制で応援します。

　夏の頑張りを自信に、いい波に乗れるように一緒にふんばっていきましょう！

まずは、fit 式自己診断！

3年生 2年生 1年生

コロナ休校による勉強の遅
れで大学受験が心配。

休校明けから学校の授業
ペースに付いていけない。

苦手科目から逃げる傾向が
ある。

基礎が分かっていないまま、
とにかく問題を解いている。

新チームになり、部活が本
格化…夏休みに勉強する時
間があまりない。

2 年生になって高校生活に
も慣れ、中だるみしている。

1 年生のときにサボりすぎ
て、2 年生の勉強について
いけていない。

模試に向けて勉強したいな
と思っている。

コロナ休校中の勉強の遅れ
を取り戻したい。

部活が大変で、家に帰って
も宿題をせず寝てしまう
日々が続いている…。

高校に入って、勉強が嫌い
になった。

授業進度だけではなく、模
試に向けて勉強したいと
思っている。

1つでもチェックがついた人は、この夏の過ごし方が大切！
　1，2 年生のみなさん、部活が忙しいから…と自分ルールで夏休みの過ごし方を決め
てはいませんか？？せっかくの夏休みだからこそ、苦手科目と戦ってみませんか？
　3 年生のみなさん、部活が終わってから「本気」で勉強できていますか？大学入試
共通テストまで残り半年もありません。「自分でできる」とは思わず、効率よく学習す
る夏にしていきましょう！



料金システム

❶ 授業料のお支払い方法について
(1) 入塾書・夏期講習申込書のご提出 ( 記入・押印漏れ
　  の無いよう，ご記入をお願い致します。)
(2) 請求書の発行 ( 封筒に入れて、生徒本人に配布致し
　  ます。配布が遅れた場合は、郵送させて頂きます。)   
(3) 請求書に記載してある支払い方法で授業料お支払い
※ 上記に関して、ご不明な点がございましたら、遠慮
なくお問い合わせください。( 担当 : 亀井 )

❷ 時間割について
夏期講習の授業は、予め定められた時間割（下図）に沿っ
て設定致します。

時間割表

【基本料金】 【注意事項】
受講講座回数

4
6
8
10
12
14
16
18

22
20

24
26
28

15,000 円
22,500 円
28,000 円
32,000 円
34,000 円
39,000 円
44,000 円
49,000 円

59,000 円
54,000 円

64,000 円
69,000 円
74,000 円

料金 (税込 )

7 月下旬  ～  8 月末　（※ 詳しい日程は各授業ごとに後日お知らせ致します。）

　付属の申込用紙の受講を希望する科目に印を付けてください。その他、必要事項（合計講座回数）を必ず
記入の上、【 一次締め切り：7月 19日 ( 日 ) 】までに提出してください。

　原則として、欠席分の補習は致しかねます。止むを得ず欠席する場合は、前日 18時までに電話連絡をして
ください。授業資料は、必要に応じて配布します。詳しくは、担当講師までご確認ください。

総合学習塾 f i t       TEL：089 - 933 - 9877

受講にあたって

開講期間開講期間

申込締切

その他



受講パターン例

- 3年生 -

- １・２年生 -

f i t は、「この夏は、f i t の夏期講習で気合いを入れて頑張りたい！」という方を、全力でサポートします (^0^)/

3 年生は大学受験に向けて、f i t の仲間たちとともにこの夏を乗り切るために！
１・2年生は勉強と部活をしっかりと両立させて充実した高校生活にするために！

ぜひ、f i t の夏期講習を通して、お互いに高め合う夏にしましょう！

今の自分に適した受講の組み合わせをすると、より成績アップにつなげることができます！自分のタイプをチェック！

夏の特別キャンペーン

友達紹介キャンペーン
新しい友達１人をfitに紹介するごとに、授業4コマ分プレゼント！※

※ 8 コマ以上の受講が必須条件となります。また、紹介した人数に関わらず、最低 4コマ分の授業料は発生します。（下記参照）

例１）友達１人を fit に紹介すると ... 例 2）友達 2人を fit に紹介すると ...

自分友達

英語
通常料金
28,000 円
↓

15,000 円

数学

友達

通常料金
34,000 円
↓

15,000 円

英語 数学 地理

友達

❶ 国公立・私立理系型の人はこの組み合わせ！

❸ 主要3科目強化タイプ ❹ 英語の基礎から押さえ直しタイプ ❺ サブ教科補強タイプ

❷ 国公立・私立文系型の人はこの組み合わせ！

全 20回　54,000 円（税込）

全 16 回　44,000 円（税込）

全 20 回　54,000 円（税込）

❶ 部活が忙しいけど、英数のニガテを克服したい！

標準長文読解 （４回） 単元別数学 （４回）

全 8回　28,000 円（税込）

❷ 普段力を入れていない強化を強化！

単元別数学 （４回） モル完全攻略（４回）

全 8回　28,000 円（税込）

総合英語 ~ここだけのテクニック特集＆リスニング~ （６回）

共通テスト対策国語 （６回）

共通テスト対策世界史 （4回）

総合英語 （6回）

共通テスト対策国語 （6回）

単元別数学 （４回）

全 16 回　44,000 円（税込）

超感覚英語 rev. （6 回）

長文読解 rev. （6 回）

標準長文読解（4回）

全 14 回　39,000 円（税込）

 選べる理論化学（6回）

電磁気 （４回）

波動（4回）

共通テスト対策政経（4回）

自分

単元別数学 （６回）

有機化学 （4回） 力学（4回）

総合英語 ~ここだけのテクニック特集＆リスニング~ （６回）



英　語

国　語

共通テスト対策国語 - 評論・古文（全 6回）講座

担当

講座
内容

橋田   康平

共通テスト実施初年に加え、学校休校による履修の遅れなど、
受験生にとっては不安が大きいのではないでしょうか。この講
座では、今年度のマーク模試や試行テストの問題を利用して、
共通テストの国語をどう対策していけばいいのかを実践を通し
て伝授していきます。評論文3回、古文3回の全6回を扱います。
苦手な人や現時点で知識がない人でも安心して受けられる授業
内容と速度となっているので、共通テスト国語に不安がある方、
どうしても落としたくない方はぜひ受講してください。

講座

担当

講座
内容

かきくけ古文 rev.（全４回）

大政  花奈

古典文法の基礎を固める夏！自分で何を勉強していいかわか
らない、古典文法はもう諦めようかなと思っている方、ちょっ
とまって！共通テストでも必ず文法の問題が出題されます。
古文の得点の約半分が文法問題です。
この講座では、苦手意識を持っている人が多い「助動詞」を
マスターするために基礎知識を学び、演習を繰り返します。
諦めるのはまだ早いです！

受験生対象

担当

講座
内容

ハイレベル国語（全４回）

橋田   康平

国公立二次記述が必要な人を対象とした講座です。評論文 2
回、古文 2 回の 4 回講座です。読解力を養うことと、記述力
を養うことの両方を目的としています。二次試験は、高い読
解力に加えて、背景知識をもとにした想像力を要します。そ
れを行うだけの読解力を養成し、読み取った内容を解答に落
とし込む技術を培います、二次試験で国語が必要な方はぜひ
受講してください。

講座

講座

担当

講座
内容

超感覚英語 rev.  （全６回）

仙波 裕太郎 / 石丸 貴大

f i t 英語の基礎にあたる「超感覚英語」を受講していない人を
対象に、4 月からの内容をもう一度ダイジェストで行います。
今まで英語は暗記科目、覚えたらできると思ってきた人にとっ
て、ネイティブの感覚でとらえる英語は目からうろこ。受験の
ためだけの「英文法」を学ぶのではなく、一生使える「英語」
を学んでみませんか？この講座内容は 8月の通常授業の超感覚
英語につながります。

講座

担当

講座
内容

長文読解 rev.  （全６回）

仙波 裕太郎 / 石丸 貴大

長文読解の授業では英文を読むうえで何が必要かを余すところ
なく伝え、長文の演習を通して読解力を身に付けていくため、
受験生には必須の講座となっています。ですが、夏からいきな
り通常の長文読解に入っても、基本となる読み方が身について
いない為、難しく感じてしまう人もいます。そのため、この講
座で春からの内容をおさらいし、正しい英文の読み方を身に付
けたうえで、通常の長文読解に入っていくのがおすすめです。

講座

担当

講座
内容

総合英語~ここだけのテクニック特集＆リスニング~ （6回）

田尾 昭憲 / 仙波 裕太郎 / Mark Tsohas

通常講座で行っている内容とは全く違う、夏期講習でしかできないことをし
ます！「テクニック」に加えて、マークの「リスニング」をセットにした、
試験で点を取ることに特化した講座です。毎年9割のfit生が受講しています。
テクニックで時間を短縮したい人、英語の感覚を磨いていきたい人には必須。

【テクニック編】
普段の授業では基本的に取り扱わない「問題の解き方」を徹底的に鍛えてい
きます。共通テストだけでなく、私立大学や国公立大学の入試問題にも対応。

【リスニング編】
fit のネイティブ講師であるマークと一緒にリスニング講座を行います。生の
英語を聞くことで、リスニングの本質を掴んでもらいます。

講座

担当

講座
内容

小論文対策（全４回）

中上   真奈美

推薦入試や AO 入試に向けた小論文対策です。夏が終わると
入試は目の前です。小論文を書くために基盤となる発想力と
構成力を身に付けたうえで、書く力を養っていきます。また、
受講生には、推薦入試で必要となる志望理由書や面接の指導
も個別で行っています。推薦入試以外でも、小論文に苦手意
識のある人、早い段階で準備をしたい人は是非受講してくださ
いね。

講座

担当

講座
内容

English ステップアップ講座 （全４回）

仙波 裕太郎 / 石丸 貴大 / Mark Tsohas

模試や学校の課題で長文を読むときに、途中で内容がわからなくて、
諦めてしまうことはありませんか？この講座では、英文を読むとは
どういうことなのかをお伝えしていきます。長文を読むと嫌になる、
あきらめたくなる、眠たくなるなどの悩みを抱えた、長文に苦手意
識のある人や通常講座の長文読解を受けていない人におすすめです。
また、fit のネイティブ講師である Mark の英会話レッスン付き。教
材の音声ではなく、生の英語を聞くことでリスニング力を身につけ
られるだけでなく、自分が英語を発することで今まで学んできた英
語の感覚が使える実感を得られる講座です。この夏に英語力を強化
して、周りの友だちとの差をつけていきましょう。

講座

担当

講座
内容

※ 英会話講座「高校生英会話CAHTTER BOX」も開講します。詳しくは高 1・2生講座ページをご覧ください。



数　学

受験生対象

講座

担当

講座
内容

数Ⅲ徹底特訓講座① （全４回）

石田  純基  /  菊池  泰宏

この講座は、数Ⅲを根本からとらえ、二次に使える力を磨き
あげていく講座です。理系にとって、「数Ⅲができるかがどう
か」が受験における生命線になります。少しでも苦手意識が
ある人、ぜひ受講してください！
この夏で数Ⅲを武器にできるよう、一緒に頑張りましょう！
※①では、数列の極限、関数の極限、微分の内容を扱います。

講座

担当

講座
内容

数Ⅲ徹底特訓講座② （全４回）

石田  純基  /  菊池  泰宏

この講座は、数Ⅲを根本からとらえ、二次に使える力を磨き
あげていく講座です。理系にとって、「数Ⅲができるかがどう
か」が受験における生命線になります。少しでも苦手意識が
ある人、ぜひ受講してください！
この夏で数Ⅲを武器にできるよう、一緒に頑張りましょう！
※②では、二次曲線、複素数平面を扱っていきます。

講座

担当

講座
内容

ハイレベル数学ⅠＡⅡＢ（全４回）

この講座は、二次で数学を使う人対象のハイレベル講座です。
整数論や n 回確率、数学的帰納法などなど、二次頻出のⅠＡ
ⅡＢ範囲の問題を扱います。理系文系問わず、二次で必要な
見方、考え方を身につける講座なので、二次の数学力を強化
したい人はぜひ受講してください！
一緒に数学に対する視野を広げましょう！！

石田  純基  /  菊池  泰宏

講座

担当

講座
内容

単元別 「基礎からがっちり」数学 (各 2回 )　

菊池   泰宏    /    石田   純基    /    久葉   正捻

教科書の内容は理解できていますか？また、その単元で何を習ってきたのかわ
かっていますか？この講座では、各単元の重要なポイントを知り、それを使いこ
なすことを目指してもらいます。苦手を放置しておくと、あとあと取り返しがつ
かなくなります。
この夏休み、部活や遊びに一生懸命になってしまう人も多いのではないでしょう
か。夏休み中の勉強目標を立てて、その中に「数学の苦手単元を克服する！」も
入れてみませんか。
この講座では、各単元の大事なところを抽出して実施します！自分ではイマイチ
わからない。苦手でなにからしたらいいかがわからない。基礎から確認し直した
い。数学に困っている人は、ぜひぜひ受講してください！

※ 受講者には、夏休みの宿題の進度相談、また理系スタッフ質問サポートも実施
します。

【 単元一覧 】
・  二次関数（2 回）
・  二次方程式・二次不等式（2 回）
・  場合の数・確率（2 回）
・  図形と方程式（２回）
・  三角関数（2 回）
・  指数対数関数（2 回）
・  微分積分 (2 回 )
・  数列（2 回）
・  ベクトル（2 回）
各単元でどういう内容をするか詳細が知りたい人は
理系スタッフまで！



受験生対象

理　科

講座

担当

講座
内容

次々繋がる有機化学（全４回）

石田 純基

有機物は数多に存在し、途方もなく覚えることが多い分野…
と勘違いしている人はいませんか？
  実は有機化学はポイントをきちんと押さえて「つなげていく」
ことによって、「ただの暗記」から「理解」へ変えることがで
きます。この講座では、有機化学の体系を基礎の基礎から学
習し、「つながる有機」を実感してもらうための講座です。有
機化学に対して苦手意識がある人はぜひ受講してください。

講座

担当

講座
内容

苦手を選べる理論化学（各 2回）

石田 純基　/ 　一柳 孝輔

計算問題が頻出の理論分野に対して、苦手意識の強い人も多
いのではないでしょうか？ただやり方を覚えるだけではなく、

「なぜそうなるのかを理解する」ことがこの講座のテーマで
す！化学に苦手意識のある人、得意にしたい人はぜひ受講し
てください♪
①  酸化還元（ 2回）                       ②  電池・電気分解（ 2回）
③  熱化学（ 2回）                           ④  気体（ 2回）
⑤  希薄溶液の性質（ 2回）            ⑥  化学平衡（ 2回）

講座

担当

講座
内容

基礎力養成 ～ 力学 ～（全４回）

石田 純基  /  菊池 泰宏

物理嫌いの生徒必見！「中学理科」と「高校理科」のギャッ
プに苦しんでいる人も多いのでは？この講座では、物理にお
ける、「力学の気持ち」を徹底理解してもらいます！物理に少
しでも苦手意識のある人、まずは力学からしっかり身につけ
ましょう！主に等加速度直線運動、運動方程式、力のつりあ
いとモーメント、力学的エネルギー保存の使い方について、
円運動・単振動などの力学全般を扱っていきます。

講座

担当

講座
内容

基礎力養成 ～ 波動 ～（全４回）

石田 純基

波動は、イメージがつきにくく、苦手にしている人も多いの
ではないでしょうか？ただ公式を覚えるだけでは、応用が効
かなくなってしまいます。この講座で基礎の基礎から根本的
に理解し、波を得意分野にしてみませんか？波動を苦手とし
ている人はぜひ受講してください。波の基礎内容から、音波、
光波の分野までの波の全領域を扱います。

講座

担当

講座
内容

基礎力養成 ～電磁気～（全４回）

石田 純基

「電磁気に入ってから物理が嫌いになった…」そんな受験生は
必見！！この講座では、電磁気を苦手から得意へと変えても
らうべく、基礎の基礎から電磁気を読み解く力を鍛え上げま
す！公式が多くていやだ、イメージがつかない、苦手なポイ
ントを上げたらきりがないのが電磁気だと思いますが、わかっ
てしまうと得点源になること間違いなし！電磁気分野が苦手
な人はぜひ受講してください！

講座

担当

講座
内容

単元別生物特講 ～ 遺伝情報とその発現 ～（全４回）

石田 純基

この講座では、生物範囲の「遺伝情報と発現」における基礎
内容～実践的な問題まで扱っていきます。ＤＮＡ、ＲＮＡ、タ
ンパク質が合成されるまでの流れはしっかり整理できていま
すか？併せて「ＰＣＲ法」や「遺伝子組み換え技術」、入試頻
出 & 考察問題でも問われやすい単元です。
この夏で武器にしてみませんか？苦手な人、もっと伸ばした
い！という人はぜひ受講してください。

講座

担当

講座
内容

単元別生物特講 ～ 代謝 ～（全４回）

石田 純基

この講座では、生物範囲の「代謝」における基礎内容～実践
的な問題まで扱っていきます。化学関連の事項が多く、知識
の整理ができてない人も多いのでは？入試頻出の内容でもあ
るので、これを機会にぜひ身につけましょう。
生物の「代謝」が苦手…そんな人はぜひ受講してください。
呼吸、光合成の内容を扱っていきます。



社　会

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策世界史（全４回）

上場  柾人

この講座は、高校２年生で学習した古代～中世の徹底復習講
座です！毎年夏を越すと、「古代・中世史をすっかり忘れてし
まっている！」という声が後を絶ちません。この講座では、
ただの穴埋め学習ではなく、歴史の流れを図表やイラストを
使いながら“ビジュアル”で学んでいきます。「歴史嫌い」を「歴
史好き」にする、fit でしか味わえない世界史を提供します！

【コース選択制】　中国史コース / ヨーロッパ史コース

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策日本史（全４回）

上場  柾人

この講座は、古代の政治史にスポットを当てて授業を進めま
す。権力者の移り変わりが激しく、貴族勢力、仏教勢力、後
続勢力がめまぐるしく覇権を競い合う古代の日本を、とって
もファンタジーに解説！日本史に対して苦手意識がある人や、
この夏の間に日本史をどうにかしたい人に強くお勧めする講
座です。

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策地理（全４回）

上場  柾人

この講座は、先取りで共通テスト対策を行います。農林水産
業や鉱工業といったテーマ別の系統地理コースと、地域ごと
地理内容をおさえる地誌コースの 2 コースを開講します。
地理はやみくもに知識を暗記するだけでは、点には結びつき
ません。問題を解く上での「発想力」を身につけ、点に直結
するテクニックを伝授します。
地理が伸び悩んでいる方はぜひ受けてみて下さい！

【コース選択制】　系統地理コース  /  地誌コース

講座

担当

講座
内容

ハイレベル世界史（全４回）

上場  柾人

この講座では、国公立二次試験の論述対策を行います。標準
～難関私大の小論述問題から、旧帝大の大論述問題まで幅広
いレベルの記述演習を通して、歴史の縦の流れと横の繋がり
をみていきます。
記述力をつけることによって、これまで断片的な知識を一つ
の線で繋げ、マーク形式問題にも対応しうる力を身につけま
す。国際系・外国語系の大学を志望している人は必見です！

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策政経 - 政治分野（全４回）

上場  柾人

この講座では、「国会・内閣・裁判所」と「地方自治」の分野
を扱います。日本の政治の仕組みを紐解き、時事問題を絡め
ながら国政の理解を深めていきます。また、地方自治は国政
と似ているようで異なる点が多くあります。身近な分野だか
らこそ試験でもよく問われる分野であるため、今のうちから
理解しておくことが重要です。単純な暗記学習だけでは面白
みの無い公民も、この講座で面白さ溢れる公民を体感してみ
てください！

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策政経 - 政治分野（全４回）

上場  柾人

この講座では、「国会・内閣・裁判所」と「地方自治」の分野
を扱います。日本の政治の仕組みを紐解き、時事問題を絡め
ながら国政の理解を深めていきます。また、地方自治は国政
と似ているようで異なる点が多くあります。身近な分野だか
らこそ試験でもよく問われる分野であるため、今のうちから
理解しておくことが重要です。単純な暗記学習だけでは面白
みの無い公民も、この講座で面白さ溢れる公民を体感してみ
てください！

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策倫理（全４回）

橋田  康平

毎年、浪人生限定で開講している講座を、この夏ついに現役生向けに
公開！
受講している浪人生からは絶大な支持率を得ている講座です。覚える
用語自体は少ないけど覚えるだけでは太刀打ちできないのが受験倫理
です。複雑で分かりにくい思想史を、人物紹介や背景を絡めながら解
説します。今回の講座は、西洋思想の中でも特に頻出で難しい人物を
厳選しました。知れば知るほど魅力的で面白く深みにハマる倫理の世
界をぜひ体験してください。

【講座内容】
❶ 思想の源流：ソクラテス、プラトン、アリストテレス
❷ キリスト教の発展：ユダヤ教、イエスキリスト、パウロ、
　　　　　　　　　　 アウグスティヌス、トマスアクィナス
❸ 西洋思想の展開：ベーコン、デカルト、カント、ヘーゲル
❹ 絶望と実存：マルクス、キルケゴール、ニーチェ、ヤスパース

講座

担当

講座
内容

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策政経 - 経済分野（全４回）

上場  柾人

この講座では、「国富・国民所得」と「経済成長・景気」の分
野を扱います。文系人にとって特に苦手とする人が多い分野
ですが、受験において頻出分野の一つです。数字が多く取っ
付きにくそうなイメージがありますが、丁寧に理解していく
とその単純さに気付くことができます。
この講座で、経済分野に対する苦手意識を一気に払拭させま
しょう！

受験生対象



高1・2生対象

英　語

講座

担当

講座
内容

English ステップアップ講座 （全４回）

仙波 裕太郎 / 石丸 貴大 / Mark Tsohas

模試や学校の課題で長文を読むときに、途中で内容がわから
なくて、諦めてしまうことはありませんか？この講座では、
英文を読むとはどういうことなのかをお伝えしていきます。
長文を読むと嫌になる、あきらめたくなる、眠たくなるなど
の悩みを抱えた、長文に苦手意識のある人や通常講座の長文
読解を受けていない人におすすめです。また、fit のネイティ
ブ講師である Mark の英会話レッスン付き。教材の音声では
なく、生の英語を聞くことでリスニング力を身につけられる
だけでなく、自分が英語を発することで今まで学んできた英
語の感覚が使える実感を得られる講座です。この夏に英語力
を強化して、周りの友だちとの差をつけていきましょう。

講座

担当

講座
内容

講座

担当

講座
内容

高校生英会話CHATTER BOX （全４回）

Mark Tsohas /  松本 彩加

マシンガンのように飛んでくる英語が聞き取れない。
Listening や言いたいことはあるけど言葉が出てこない。
Speaking、これらを後回しにしていませんか ? この夏は、大
学生も大満足なマークの英会話講座を逆輸入★今回はマーク
と一緒にいろいろなトピックについて英語でおしゃべりして
いきます。
とにかくたくさん話してみて、4 回のレッスンの中で、まず
は話せる感覚をつかんでみてください。英検の 2 次試験で
speaking が必要な人、英語が苦手な人、英語を話すのが少し
恥ずかしい人、Mark が解決してくれます！全ての人にオスス
メの講座です！

講座

担当

講座
内容

国　語

講座

担当

講座
内容

読解力基礎づくり講座 （全 6回）

大政 花奈

国語が苦手な方、国語に不安がある方、この夏、一緒に克服しま
しょう！「教科書内容も難しい」「古典文法に拒絶反応」という
あなたにオススメします。
古文では高校古典文法の基礎を丁寧に解説。ただやみくもに暗記
させるのではなく、古文の世界観を伝えながら、楽しく、分かり
やすく、古文を学べます。
現代文は、苦手とする人も多い「評論文」を取り扱います。この
講座では、評論文の構成を理解して、どのように本文を読んで内
容の理解を深めていくかの手ほどきをします。

講座

担当

講座
内容

国語ジャンプアップ講座 （全 6回）

大政 花奈

国語は苦手ではないけれど、なぜか模試やテストで点が取れ
ない…という経験はありませんか。今の高校 2 年生にとって、
来年は共通テスト実施 2 年目となります。まだまだ前例の少
ない試験なだけに、今から不安を覚える人も多いのではない
でしょうか？
この講座は、模試で初めて読む文章を制限時間内に理解して
解くことを目指し、「速く読む力」「正確に読む力」と「書く力」
を育成していきます。古文・現代文ともに入試問題や模試の
問題を扱い、実践を通しながら実力を養成していきます。国
語を武器にしたい方におすすめです。

理　科

講座

担当

講座
内容

基礎力養成 ～ 力学 ～ ( 全 4回 )

菊池 泰宏

高校物理において避けて通れない分野である力学。この講座で
はそんな「力学の気持ち」を徹底的に理解してもらいます。高
校物理に苦手意識のある人，一緒に苦手意識をなくしていきま
せんか？この講座では主に等加速度直線運動，運動方程式，力
の釣合いと力学的エネルギー保存の使い方について授業を展開し
ていきます！

①等加速度直線運動　②力の釣合い
③運動方程式　　　　④仕事と力学的エネルギーの保存

講座

担当

講座
内容

モル完全攻略 (全 4回 )

一柳  孝輔

化学を理解するうえで、大切な概念であるモルですが、苦手
になると化学を理解するのが困難になります。化学が嫌いに
なる前にモルを攻略して化学を好きになりましょう！高 1 生
はもちろん、高 2 生もまだ間に合います！不安な人は受講し
てください！

① モルとは？　　　　             ② モルと化学反応式の関係Ⅰ
③ モルと化学反応式の関係Ⅱ　④ まとめ



数学

講座

担当

講座
内容

苦手を選べる理論化学（各 2回）

石田 純基　/ 　一柳 孝輔

計算問題が頻出の理論分野に対して、苦手意識の強い人も多
いのではないでしょうか？ただやり方を覚えるだけではなく、

「なぜそうなるのかを理解する」ことがこの講座のテーマで
す！化学に苦手意識のある人、得意にしたい人はぜひ受講し
てください♪
①  酸化還元（ 2回）                       ②  電池・電気分解（ 2回）
③  熱化学（ 2回）                           ④  気体（ 2回）
⑤  希薄溶液の性質（ 2回）            ⑥  化学平衡（ 2回）

高1・2生対象

講座

担当

講座
内容

単元別 「基礎からがっちり」数学 (各 2回 )　

菊池  泰宏 / 石田  純基 / 久葉   正捻

教科書の内容は理解できていますか？また、その単元で何を習ってきたのかわ
かっていますか？この講座では、各単元の重要なポイントを知り、それを使いこ
なすことを目指してもらいます。苦手を放置しておくと、あとあと取り返しがつ
かなくなります。
この夏休み、部活や遊びに一生懸命になってしまう人も多いのではないでしょう
か。夏休み中の勉強目標を立てて、その中に「数学の苦手単元を克服する！」も
入れてみませんか。
この講座では、各単元の大事なところを抽出して実施します！自分ではイマイチ
わからない。苦手でなにからしたらいいかがわからない。基礎から確認し直した
い。数学に困っている人は、ぜひぜひ受講してください！

※ 受講者には、夏休みの宿題の進度相談、また理系スタッフ質問サポートも実施
します。

【 単元一覧 】
・  二次関数（2 回）
・  二次方程式・二次不等式（2 回）
・  場合の数・確率（2 回）
・  図形と方程式（２回）
・  三角関数（2 回）
・  指数対数関数（2 回）
・  微分積分 (2 回 )
・  数列（2 回）
・  ベクトル（2 回）
各単元でどういう内容をするか詳細が知りたい人は
理系スタッフまで！

講座

担当

講座
内容

高 1数学 - 基礎力UP講座 （全４回）

菊池  泰宏 / 久葉   正捻

１年生で習った「数と式」「２次関数」の単元で、教科書の内
容を理解できている人に向けた講座です。模試でよく出題さ
れる問題の解き方、考え方を身につけ、自分の基礎力そのも
のを UP させませんか？

講座

担当

講座
内容

高 2数学 - ハイレベル演習講座 （全４回）

菊池  泰宏 / 久葉   正捻

教科書の内容を理解できている人に向けた講座です。模試で
よく出題される問題・大学入試問題の解き方、考え方を身に
つけ、応用問題にも対応できる力をつけていきましょう！



高1・2生対象

社　会

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策世界史（全４回）

上場  柾人

この講座は、高校 2 年 1 学期で学習した古代～中世の徹底復
習講座です！毎年夏を越すと、「古代・中世史をすっかり忘れ
てしまっている！」という声が後を絶ちません。この講座では、
ただの穴埋め学習ではなく、歴史の流れを図表やイラストを
使いながら“ビジュアル”で学んでいきます。「歴史嫌い」を「歴
史好き」にする、fit でしか味わえない世界史を提供します！

【コース選択制】　中国史コース / ヨーロッパ史コース

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策日本史（全４回）

上場  柾人

この講座は、古代の政治史にスポットを当てて授業を進めま
す。権力者の移り変わりが激しく、貴族勢力、仏教勢力、後
続勢力がめまぐるしく覇権を競い合う古代の日本を、とって
もファンタジーに解説！日本史に対して苦手意識がある人や、
この夏の間に日本史をどうにかしたい人に強くお勧めする講
座です。

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策地理（全４回）

上場  柾人

この講座は、先取りで共通テスト対策を行います。高校地理 
の始めに学ぶ自然環境 ( 地形・気候 ) のマーク問題演習を通 
して、「知識の使い方」を学びます。
地理はやみくもに知識を暗記するだけでは、点には結びつき
ません。問題を解く上での「発想力」を身につけ、点に直結
するテクニックを伝授します。
地理に苦手意識のある方はぜひ受けてみて下さい！

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策政経 - 政治分野（全４回）

上場  柾人

この講座では、「国会・内閣・裁判所」と「地方自治」の分野
を扱います。日本の政治の仕組みを紐解き、時事問題を絡め
ながら国政の理解を深めていきます。また、地方自治は国政
と似ているようで異なる点が多くあります。身近な分野だか
らこそ試験でもよく問われる分野であるため、今のうちから
理解しておくことが重要です。単純な暗記学習だけでは面白
みの無い公民も、この講座で面白さ溢れる公民を体感してみ
てください！

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策政経 - 政治分野（全４回）

上場  柾人

この講座では、「国会・内閣・裁判所」と「地方自治」の分野
を扱います。日本の政治の仕組みを紐解き、時事問題を絡め
ながら国政の理解を深めていきます。また、地方自治は国政
と似ているようで異なる点が多くあります。身近な分野だか
らこそ試験でもよく問われる分野であるため、今のうちから
理解しておくことが重要です。単純な暗記学習だけでは面白
みの無い公民も、この講座で面白さ溢れる公民を体感してみ
てください！

講座

担当

講座
内容

共通テスト対策政経 - 経済分野（全４回）

上場  柾人

この講座では、「国富・国民所得」と「経済成長・景気」の分
野を扱います。文系人にとって特に苦手とする人が多い分野
ですが、受験において頻出分野の一つです。数字が多く取っ
付きにくそうなイメージがありますが、丁寧に理解していく
とその単純さに気付くことができます。
この講座で、経済分野に対する苦手意識を一気に払拭させま
しょう！




