2015 年度 エミール冬期講習
講習日程・授業料
科

目

受付開始日時

2015 年

10 月 1 日（木）13：30 〜

※定員となり次第、締め切りとさせて頂きます。
日

程

講師名

中 ２
中 ３

英

語

・1/7（木） 木村 浩司
1/6（水）

数

学

1/4（月）
・1/5（火）

英

語

1/4（月）
・1/5（火）

数

学

1/4（月）
・1/5（火） 築舘 一英

講座内容

14：00〜17：00
14：00〜17：00

14：00〜17：00

授業料

受験の文法・和訳問題等における最頻出事項の１つである「仮定法」を鍛練する。講習日までに
持っている文法書を可能な限り頭に入れてくることを前提とする。授業では、それを前提に問
題演習を中心として入試の実戦力を高める。また、毎回小テストがあるので、計画的な事前準
備をしてくること。校外生は申し込み後、範囲表を配布する。
一通り幾何学の学習を終えた次のステップとして、既習事項を整理する。何事も１回ですべて
が身につくわけではなく、
「繰り返し」少し視点を変えて学ぶことが大切である。絶対に覚えて
おかなければならない基本事項の確認から、大学入試レベルの問題まで挑戦し、短期間で集中
して数学力を伸ばすことを目的とする。

田上 芳彦

英作文（和文英訳）には「生徒が共通に犯すミス」が存在する。そのミスを減らして「減点されな
い英語」を書くのが英作文学習の第一段階である。
「単語、熟語、語法」のミス、日英の発想の違
いなど、誤りやすいポイントを含んだ１〜２行程度の英文を書き、鍛える。

14,580 円（税込）

扱う範囲は、数学ⅠＡ。この範囲までで解ける問題を 10 題程度用意する。数学的な背景のあ
るもの、複数分野にわたる総合的なもの、誘導形式でストーリー性のあるものなど、東大入試
につながる良問を解く力を鍛えることを目的とする。

14,580 円（税込）

17：30〜20：30

英語（読解） 12/28（月）・12/29（火） 齋藤 英之
・1/7（木） 廣田 睦美
英語（文法） 1/6（水）

英文を正確に読むには、単語／熟語・文法・構文のそれぞれの知識を習得し、実際に使いこなす
ことが必要である。文法においても暗記ではなく、根拠を追究することで、難問を解く 本物の
力 を得ることが出来る。本講習では、整序問題と正誤問題を中心に扱い、英文の構造を捉えた
上で、必要知識を整理し、その意味を正確に読み解く力を鍛える。

14：00〜17：00

高 １

13：30〜16：30

・1/5
（火）
1/4（月）
17：30〜20：30

13,500 円（税抜）

築舘 一英

文章を読む場合｢精読｣と｢速読｣の組み合わせが必要である。本科では｢精読｣を鍛え、本講習で
は｢速読｣の訓練を行う。速読は内容を理解しながら文章全部を早く読む｢速読｣と、文章全部を
読まずとも全体を理解し読む｢骨格読み｣の２つがある。予習は必要ない。授業中に｢やり方｣を
説明した上で、実戦演習を行う。

数学（ⅠA）

14,580 円（税込）

吉原 修一郎

14,580 円（税込）
13,500 円（税抜）

13,500 円（税抜）

13,500 円（税抜）

15,660 円（税込）
14,500 円（税抜）

15,660 円（税込）
14,500 円（税抜）

整数問題を取り上げる。東大では整数問題は最頻出の単元であるが、それほど予備知識を必要
としないことからこの時期に学ぶことは意味のあることである。1 日目は問題を解くために必
要な基本的な定理を導くことを目標とし、2 日目にその適用例として問題演習を行う。本単元
は予備知識を必要としない分、とにかく自分の頭でよく考えることが大切である。

15,660 円（税込）
14,500 円（税抜）

望

本科で学習した分野（平面ベクトル・微分法・数列）を中心に「一見どの分野の問題なのかわから
ない」という問題を扱い、解法（道具）を選択する力を鍛える。習ったことをただ当てはめる姿
勢では解けない。問題文をよく読み、手を動かし、解決法をよく考えることが必要である。問
題は少数を厳選して提供するので、十分に予習して授業に臨むこと。

英語（英作文法） 12/25（金）・12/26（土） 駒橋 輝圭

各日「演習テスト→解説→確認テスト」という順で実践力を鍛える。
「精読能力」と「直解力」を
同時に鍛える読み方を伝授する。要約問題に加え、本科ではあまり取り扱わないパラグラフ整
序や小説を扱い、論やストーリーの展開を掴み正解を得る力を養成する。

15,660 円（税込）

・1/7（木） 駒橋 輝圭
英語（読解） 1/6（水）

各日「演習テスト→解説→確認テスト」という順で実践力を鍛える。
「運用する（書く・話す）た
めの文法力」を鍛え、学んだことを運用力に直結させる。作文では、本科では扱いきれない盲点
を数多く取り上げ、確固たる力を獲得する。東大型の問題も網羅する。

15,660 円（税込）

・1/9（土） 内野 博之
1/8（金）

受験までちょうど１年。現役合格を決定するのは、高２の３学期における達成度である。２日
間でこの１年の復習・確認をする。そこで続く１年の方針が決まるだろう。

数学（ⅡB）

12/25（金）・12/26（土）
17：30〜20：30

奥本

17：30〜20：30

17：30〜20：30

高 ２

現

代

文

17：30〜20：30

15,660 円（税込）
14,500 円（税抜）

14,500 円（税抜）

14,500 円（税抜）

15,660 円（税込）
14,500 円（税抜）

高校数学をやや超えた範囲から数学Ⅲの微積分の理解を深める講座である。主にフーリエ級数、
微分方程式、微積分を用いた自然現象の説明をしつつその中で意識せずに数学Ⅲを使えるよう
になることを目的としているため、数学の楽しさと数学の運用の自在性の両方を体験できる。

15,660 円（税込）

・1/7（木） 石川 博也
数学（ⅠAⅡB） 1/6（水）

エミール２学期カリキュラムに基づき、総復習に資するよう厳選されたやや難レベルの 10 題
の入試問題を講義形式で扱う。三角函数、図形と方程式、軌跡、最大最小、文系理系問わず東大
入試の中核となる分野である。十分に予習して臨んで欲しい。

15,660 円（税込）

数学（理系） 12/28（月）・12/29（火） 清
13：00〜16：00

史弘

14：00〜17：00

14,500 円（税抜）

14,500 円（税抜）

物

理

・1/5
（火） 笠原 邦彦
1/4（月）

力学、波動、熱の発展的な内容まで触れた上で、それらが一年後、どういう形で実際の入試に繋
がってくるのかを実感してもらうために、ハイレベルな実戦形式のテスト演習を行う。これま
での定着度を確認し、今後を具体的に見据えることを目的とする。

15,660 円（税込）

化

学 12/28（月）・12/29（火） 吉田 隆弘

｢構造の理論｣｢熱化学｣｢状態の理論｣を扱う。これらの分野では、観測されるマクロな現象をミ
クロな粒子 ( 分子やイオン ) のふるまいから理解し、さらに、その現象で成立する数式と関連づ
けておく必要がある。新学年を迎える前に、ここで｢化学の考え方｣を確立させる内容である。

15,660 円（税込）

17：30〜20：30

17：30〜20：30

14,500 円（税抜）

14,500 円（税抜）

※中 1 は校内生対象の冬期特別授業のみ実施します。ご希望の方は、入塾申込後にお申し出ください。

申し込み・手続き方法
申込み希望の方は、お電話、もしくは直接窓口までお越しください。
授業料は、エミール窓口にて支払いいただくか、以下の銀行口座に振込ください。

三菱東京 UFJ 銀行
銀行コード（0005）

神保町支店 （普）0812696

口座名義【ｽﾝﾀﾞｲｷｮｳｲｸｾﾝﾀｰ（ ｶ】

支店コード（013）

＊お振込時の振込人名は【71 氏名 電話番号】でご入力ください。

例）71 ｽﾝﾀﾞｲﾏﾅﾌﾞ 0352593225

受付時間 （平日）
13：30‐20：00 （土曜日）12：30‐20：00

（個人情報管理者）東大進学塾エミール情報管理者
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-3
駿台お茶の水センター 6F
（お問い合わせ先）東大進学塾エミール情報管理者

JR 中央・総武線御茶ノ水駅（御茶ノ水橋口）
東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅（B1 出口）
東京メトロ丸の内線御茶ノ水駅（1・2 番出口）

新御茶ノ水駅
︵千代田線︶

TEL 03-5259-3225 FAX 03-5259-3227

（利用目的） 1）授業運営（クラス編成・教材発送等）
2）進路指導
3）各種事務連絡
4）成績管理・分析及び各種統計資料作成
5）入試結果調査
6）エミール・駿台予備学校及び関連教育機関の各種ご案内
7）エミール・駿台修了後の事務連絡・各種ご案内

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台 2-3
駿台お茶の水センター 6F
最寄り駅

東大進学塾エミール

本校では個人情報保護の観点から、ご提供いただきました個人情報は下
記の利用目的のみに使用し、細心の注意をはらって管理いたします。ま
た、お預かりした個人情報の取扱いを外部に委託することがあります。
この場合においても委託契約書を交わし適切な管理をいたします。ご本
人の同意なく第三者に提供することはありません。

ニコライ堂

※特定の振込用紙はございません。
※振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
※お客様都合によるキャンセルにつきましては 1,080 円（税込）の事務手数料が発生いたします。なお、返金はお客様の口座へお振込
みとなりますのでご了承ください。
※お申し込み講座が開講してからのキャンセルはできません。また欠席したことによるご返金はございませんので、ご了承ください。
※金融機関窓口で 10 万円を超える学費（入塾金・授業料）を現金にて振込みを行う場合には、本人確認書類（運転免許証・健康保険証・
パスポートなど）の提示が必要となります。ATM での 10 万円を超える現金での振込みはできませんので、ご注意ください。

●個人情報の取扱いについて

東大進学塾エミール

（駿台お茶の水センター 6F）
日大病院
駿台1号館
丸善

聖橋口
至東京

明治大学
駿台2号館
駿台国際教育センター

御茶ノ水 スターバックス
橋口 交番

駿台
8号館
駿台
3号館

至新宿
外堀
通り
新御茶ノ水駅
（丸ノ内線）東京医科歯科大学
附属病院

