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夏で決まる、
夏で決める。

学校法人浦山学園

金沢中央予備校

夏期講習期間：８月５日（月）〜８月３０日（金）
● 各講座とも６０分授業×５回（５日間）で構成されています。
● 詳しい日程は裏表紙の時間割をご覧ください。

「夏を制するものは受験を制す」
まさに、受験生にとっての《夏休みの学習》は
大学入試の合否を決する最大の分岐点なのです。
この夏こそ金沢中央予備校の夏期講習会で
合格への上昇気流に乗ろう！

第１ターム

８月１５日（月）〜８月１９日（金）

第２ターム

８月１２日（月）〜８月１６日（金）

第３ターム

８月１９日（月）〜８月２３日（金）

第４ターム

８月２６日（月）〜８月３０日（金）

講 座 案 内
◆英語［６０分×５回］
講座番号１００１

センター試験英語
[第１問〜第３問対策]

センター試験過去問から良問を選び、第１問〜第３問の形式別実戦力向上のトレーニングを
します。知識の有効な活用法に焦点をあて、高得点への土台をつくります。

[白鳥 貞広] 授業日：第２ターム ５限（14:40〜15:40）
講座番号１００２

センター試験英語
[第４問〜第６問対策]

[藤田 登久] 授業日：第１ターム ５限（14:40〜15:40）
講座番号１００３

英文法・語法（標準）
[藤田 登久] 授業日：第２ターム １限（9:20〜10:20）
講座番号１００４

英文法・語法（基礎〜標準）
[白鳥 貞広] 授業日：第３ターム ４限（13:30〜14:30）

第４・５・６問は配点が大きく、ここで正解率を上げれば高得点につながる。
英単語・英熟語・文法・語法などの基礎力はもちろん大事だが、前もって問題の特色を知り、
それに応じた解法を、この夏、確立しよう！
教材レベル： センター試験 〜 MARCH / 関関同立
講 座 内 容： 文法・語法の項目枠を外した実戦形式の問題演習
４択・正誤判定など様々な出題形式で徹底トレーニング！
センター・私大過去問題から精選した良問を用い、今まで培った知識の実戦運用力を磨きま
す。重点分野[時制・助動詞・不定詞・分詞・動名詞・比較・関係詞］の演習と「入試頻出英熟語
200」に取り組みます。

講座番号１００５

英作文(標準〜ハイ)

《私大上級レベル用》 客観式・記述式融合の条件英作文
《国 公 立 大 用》 ①近年の入試から精選した和文英訳問題 ②英文エッセイの書き方

[藤田 登久] 授業日：第４ターム １限（9:20〜10:20）
講座番号１００６

国公立大英語（標準〜ハイ）
[藤田 登久] 授業日：第１ターム １限（9:20〜10:20）
講座番号１００７

国公立大英語（基礎〜標準）
[白鳥 貞広] 授業日：第３ターム １限（9:20〜10:20）
講座番号１００８

私大英語（標準〜ハイ）
[藤田 登久] 授業日：第２ターム ６限（15:50〜16:50）

教材レベル： 金沢大学 〜 旧帝大（北海道・東北・名古屋・大阪・神戸 etc.）
講 座 内 容： ３大論理[同義/対立/因果]を駆使して英文を読み解き、設問の正確な把握を
通して点につながる答案作成を行う。
標準レベルの長文総合問題・英作文問題を用い、内容説明・英文和訳・内容真偽・和文英訳・
課題英作文問題、それぞれの実戦で役立つ対処法を指導します。
現在、知識の不足があっても大丈夫。手持ちの知識で最大限得点するためのポイントを習得し
てください。金沢大学 All English 問題への対処法も扱います。
教材レベル： MARCH / 関関同立 〜 早慶
講 座 内 容： 語彙/語法/文法/会話/条件英作文/英文読解などを通じて、難関私大合格に
必要な英語力をトータルチェックする。

◆数学［６０分×５回］
講座番号２００１

センター試験数学ⅠＡ
[山下 穣]

授業日：第１ターム ４限（13:30〜14:30）

講座番号２００２

センター試験数学Ⅱ
[山下 穣]

授業日：第３ターム ５限（14:40〜15:40）

講座番号２００３

センター試験数学Ｂ
[山下 穣]

授業日：第４ターム ６限（15:50〜16:50）

目標は８０点越えです。第１に、公式の正しい理解、正しい覚え方、正しく使える力を、
第２に、問題を解くための考える力・発想力を、第３に、スピーディな計算力を鍛えます。
取り扱う分野は、「二次関数」「三角比」「場合の数と確率」「整数の性質」「図形の性質」です。
目標は８０点越えです。第１に、公式の正しい理解、正しい覚え方、正しく使える力を、
第２に、問題を解くための考える力・発想力を、第３に、スピーディな計算力を鍛えます。
取り扱う分野は、「三角関数」「指数対数関数」「図形と方程式」「微分と積分」です。
目標は８０点越えです。第１に、公式の正しい理解、正しい覚え方、正しく使える力を、
第２に、問題を解くための考える力・発想力を、第３に、スピーディな計算力を鍛えます。
取り扱う分野は、「数列」と「ベクトル」です。

講座番号２００４

記述数学ⅠＡ（標準〜ハイ）
[金森 信雄] 授業日：第３ターム ６限（15:50〜16:50）
講座番号２００５

記述数学ⅠＡ（基礎〜標準）
[山下 穣]

授業日：第１ターム ６限（15:50〜16:50）

『関数・方程式、確率・場合の数、整数』に的を絞って重点学習します。
特に皆さんが苦手としている『確率・場合の数』『整数分野』においては、話題性の高い頻出
テーマについても紹介する予定です。お楽しみに！
基礎５０％、標準５０％です。基礎力ＵＰに重きを置きつつも、基礎から標準レベルの頻出問題
が解ける力をこの夏に身につけましょう。
取り扱う分野は「２次関数」「三角比」「場合の数と確率」「整数問題」を中心とします。

講座番号２００６

記述数学ⅡＢ（標準〜ハイ）

『図形と方程式』では「軌跡・領域」の典型手法の確認と，三角関数との融合問題を扱います。
また、『ベクトル』では空間座標での方程式の扱い方を確認します。

[北島 一憲] 授業日：第４ターム ４限（13:30〜14:30）
講座番号２００７

記述数学ⅡＢ（基礎〜標準）
[山下 穣]

授業日：第４ターム ４限（13:30〜14:30）

基礎５０％、標準５０％です。基礎力ＵＰに重きを置きつつも、基礎から標準レベルの頻出問題
が解ける力をこの夏に身につけましょう。
取り扱う分野は、「三角関数」「微分積分」「数列」「ベクトル」を中心とします。

講座番号２００８

記述数学Ⅲ（標準〜ハイ）

苦手とする受験生が多い「複素数平面」と、難関校で頻出の「空間座標における立体の体積」を
標準的な問題を通じて典型的な手法を身に付けることを目標とします。

[北島 一憲] 授業日：第４ターム ５限（14:40〜15:40）
講座番号２００９

記述数学Ⅲ（基礎〜標準）
[山下 穣]

授業日：第３ターム ３限（11:40〜12:40）

基礎５０％、標準５０％です。基礎力ＵＰに重きを置きつつも、基礎から標準レベルの頻出問題
が解ける力をこの夏に身につけましょう。
取り扱う分野は、「数列と関数の極限」「微分積分」「複素数平面」を中心とします。

◆国語［６０分×５回］
講座番号３００１

センター試験現代文

センター試験の類似問題を通じて、正確な読解と答えの選び方について実践的な力を養成
する講座です。予習を前提とします。

[池上 裕世] 授業日：第１ターム ２限（10:30〜11:30）
講座番号３００２

センター試験古文
[吉本 隆志] 授業日：第２ターム ２限（10:30〜11:30）
講座番号３００３

センター試験漢文
[吉本 隆志] 授業日：第２ターム ４限（13:30〜14:30）

センター試験の形式の古文問題の演習と解説を行う。教材の予習を前提として、授業では主
に読解と設問の解説を行う。そろそろ本番を意識して「時間の制約の中での読解」の方法を
探ることに重点を置いた授業にする予定。
センター試験対応で過去問を中心に解答・解説を行う。句法を完璧にしてセンター試験５０点を
目指す。同字で様々な読みを覚え、正確な読みができるようにする。中国古代の時代背景や
中国の雄大さなどを知らないと鑑賞できない文や詩があり、漢文基礎知識から講義する。

講座番号３００４

国公立大・私大現代文

国公立大個別試験および私大現代文の対策講座。選択問題の正解の精度を高めること、
記述問題での合格する答案の書き方を中心に解説します。

[池上 裕世] 授業日：第３ターム ２限（10:30〜11:30）
講座番号３００５

国公立大・私大古文
[吉本 隆志] 授業日：第１ターム ３限（11:40〜12:40）

国公立大２次、および私大入試に対応した記述を中心とした問題の演習と解説を行う。教材の
予習を前提として、授業では主に読解と設問の解説を行う。特に、記述答案については、毎回
課題の形で添削を行い、解答作成の方法の理解と練習に努める。

◆地理歴史［６０分×５回］
講座番号４００１

センター試験日本史

センター試験の３０％は文化史から出題される。江戸以前の文化史をマスターしよう。

[臼田 和吉] 授業日：第４ターム ２限（10:30〜11:30）
講座番号４００２

センター試験地理

山川出版社「センター試験への道地理」を用いて過去問演習をおこない、得点力をつけよう。

[臼田 和吉] 授業日：第４ターム ３限（11:40〜12:40)
講座番号４００３

センター試験世界史

苦手と思われがちな近代史（ほぼ２０世紀の歴史）を扱います。
センター試験対応の土台が作れるよう、初歩的なところからできる限り解説します。

[北間 一成] 授業日：第２ターム ３限（11:40〜12:40)

◆地理歴史

夏期講習会時間割

申 込 要 領
◆ お申し込みから受講までの流れ ◆
入会金

受講講座を決定する （受講相談会、毎日実施中）

申込

５,０００ 円
受講料
受講講座数

次のいずれかの方法でお申し込みください。
●窓口申込 ●電話申込（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ０１２０-１３１５５９）

受 講 料 （授業時間×回数）

１０,０００ 円 / １講座（60 分×5 回）

５講座め〜

１８,０００ 円 / １講座（60 分×5 回）
教材費
６００ 円

受講料納入

１〜４講座まで

/ １講座につき

山川出版社「センター試験への道地理」を使用します。
すでに持っている人は購入する必要はありません。

お申し込み上の注意

教材配付

※センター試験地理のみ１,１８８円

窓口または銀行振込にてお支払いください。
（お支払い期限：申込日より５日以内）
振込口座＝北國銀行笠市支店（普通）０８５９１８
振込口座＝学校法人浦山学園 金沢中央予備校
※受講生本人名義でお振り込みください。
※振込手数料はご負担ください。
※振込受領書を領収書とさせていただきますので保管ください。

配 付 日＝８月２日(金) １０：００〜１９：００
配 付 日＝８月３日(土) １０：００〜１６：００
※受講料が未納の場合、テキストはお渡しできません。

■申し込み講座の取り消しによる返金はできません。
■講座開講日前の場合は、申し込み講座の変更ができます。ただ
し、教材配付後に変更する場合は、別途教材費が必要です。

お申込み・お問い合わせ先

受 講 開 始

