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ご挨拶
館山塾では、設立以来一貫して、塾生一人一
人に対する責任指導をモットーに、受験指導を
行って参りました。今後とも、一層堅実な指導
を実現するため、諸制度・諸設備の充実に努め
る所存でおります。

館 山塾
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§
第Ⅰ期（３月～５月）の予定

日 火( ～)

春期講習期間①

日 水( …
) …… 春期講習期間②

日 日( …
) …………………

§§§§§§§§§§§§§§§§§
高校三年生クラス
３月
３月
日 金( ～)

日 火( …
) …… 春期講習期間③

§§§§§§§§§§§§§
塾生保険のお知らせ

§§§§§§§§§§§§§

館山塾では、塾内及び塾の行き帰りの万一の事故に対処

するため、全塾生を対象に、塾生保険に加入しています。

但(し、塾則に抵触しての事故は、保険の対象になりませ
んので、特に塾則第一条は厳守願います )

§§§§§§§§§§§§§§§§§§
特別個人指導（日曜）のお知らせ

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

４月２日 木( ～)６日 月( …)……… 春期講習期間④

る時間が設置されています。積極的に活用して下さい。

３月

る、特待生制度を従来から設けています。高校三

４月７日 火( …)…………………… 平常講義開始

日曜日には、担当講師の個別指導及び個別の質問に答え

年の特待生基準は左記の通りです。

午後一時二○分～午後五時一○分

①呼び出された場合

講師から呼び出された場合は、必ず出席して下さい。呼

回欠席等）に行っています。

び出しは、次回の講義に支障をきたす場合（理解不足、前
います。

※詳細は後日掲示でお知らせします。

土曜日に実施する場合があります。

※講師によっては、勤務の都合で、隔週で実施する場合、

すので、必ず事前に確認をとるようにして下さい。

る場合も、他学年の試験等で教室が使えない場合もありま

必ず事前に担当講師に確認をとって下さい。自習等で来

②自主参加する場合

尚、右記以外にも空き教室を自習室として開放しています。

日曜 一時～八時三○分

時 間…… 平日 二時三○分～九時三○分

自習室・休憩室…… 二○六番教室

§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§
自習室・休憩室のお知らせ

☆塾報・年間予定カレンダーでお知らせする休講日以外は、
祝祭日等に関わりなく、平常講義が行われます。

☆春期講習前に、担当講師（チーフ）による個人面談を行

５月８日 金( …)…………………… ４日 月( の)振替授業

５月７日 木( …)…………………… ３日 日( の)振替授業

時間

館山塾では、成績優秀な諸君に受講料を免除す
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５月３日 日( ～)６日 水( …)……… 休講

今後とも、塾生諸君の実情に合わせて柔軟に
対応していく所存でおります。保護者の皆さま

塾長 胡子俊英

には、ご意見 ご･ 要望等ございましたら、是非お
寄せ戴ければ幸いと存じます。

§§§§§§§§§§§§§
特待生制度のお知らせ
§§§§§§§§§§§§§§
館山塾では、学業優秀な塾生を対象に、特待生制度を実
施し、受講料の免除を行っています。
特待生基準（高３） Ａ（受講料全額）
、Ｂ（同半額）
Ａ 進 級試 験で、受 験した２科 目が基準点に達した場 合、３科目目 を
受験し、それぞれの得点が、
英語＝九 十点、 数学＝ 理系 八十 五点 ・
文系 七 十五点、
国語＝文 系 八十五 点・理系 七十 五点を越 えている場合。
Ｂ ２科目はＡ基 準以上で、３科目目のみＡ基準に５点 以内の場 合。
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数ⅠＡⅡＢ Ａクラス
この一年で学習する内容は、大きく分けて二つあり
ます。一つは、基本的な問題解法の「知識」の習得で
あり、他の一つは、問題解法の「発想」です。
夏期講習までの期間は、数ⅠⅡＡＢ分野の重要な解法
の「知識」の確認を行います。この期間は、今後の応用
問題演習を行う上で、土台となる知識の習得の期間であ
り、この内容を十分に把握しておかないと、本格的学習
に入る夏期講習以降の演習の中で最も大切な問題解法
の「発想」に重点を置くことができず、学習効率は低下
してしまいます。もちろん数学の学習で最も大切なのは、
如何なる発想をするかなのですが、その発想も知識に裏
付けされたその後の展開への「読み」があってこそ生ま
れてくるものなのです。
授 業は基本事 項の確認を 各自が行って あること を
前提に、残っている疑問に答えた後、入試問題演習と
その解説を行い、各分野の応用力を高めていきます。
現 役で合格す るためには いたずらに難 問に取り 組
む前 にしっかり と基礎固め をしましょう 。まずは 関
数・数列系の問題に対して確実に解法の方針が立てら
れる実力を身につけ、それからじっくり図形・確率に
関する力を養いましょう。この一年でどこまで自分の
学力が高められるのか、チャレンジャーの気持ちで根
気強く取り組んで下さい。
（松山）

数Ⅲ・Ｃの分野が難しい、と思われるのには３つの原
因があります。一つは全く新しい概念や計算法をマスタ
ーしなければならないこと。もう一つは素早く莫大な計
算をしなければならない問題が多く出題されること。
最後 に数Ⅲ独特 の解法パタ ーンを身につ ける必要 が
あることです。

数ⅢＣ Ａクラス
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（松山）

実 はどんな難 関大学であ っても数Ⅲ・ Ｃの問題 は
「素直な」問題が多く、必要となるパターンもそれほ
ど多くはないのですが、多くの高校では全範囲を終え
るのが夏休み過ぎであるため、受験までに概念や計算
を身につけるのがやっとということになりがちです。
この講座では既に数Ⅲの基礎学習を終えているため、
それら実践的解法を最初から丁寧にまとめ上げ、一般
の受験生に差を付けることに主眼を置きます。さらに、
後期には２つ以上のパターンの複合問題を扱い、最後
に実践演習を行って得点力に磨きをかける予定です。
大切なのは実際に手を動かして、問題に当たってみ
ること。数Ⅲは計算力の占める比重が大きいことを忘
れず、地道に努力を積み重ねましょう。

数ⅠＡⅡＢ Ｂクラス
諸君へ、一言。早く始めましょう。
ということで、何をどのようにすべきかは私にまか
せて下さい。例題の解説と類題の徹底した演習で、必
ずや大学入試に通用する学力を築きます。具体的には、
各回 のはじめに 例題を解説 しながら基本 事項を解 説
します。ここに、時間をかけるつもりですが、十分に
分かった人には、どんどん問題演習に入ってもらいま
す。わからない人にはわかるまで徹底的に説明しまし
ょう。一回の講義で三つから五つの例題を解説してい
きますが、これで一年間で百五十のパターンが身に付
きますので、入試に必要な事柄はすべて習得できます。
このクラスの参考教材「パターン別問題集」にも大
きな特長があります。出版社の宣伝をする訳ではあり
ませんが、この教材は安くて、薄くて、盛りだくさん
の内容が含まれていて、今のところこれに勝るものは
ないでしょう。諸君が数ⅠⅡの勉強をしていると、必
ず行き詰まることがあります。それは、公式を忘れて

（熊倉）

いる、解き方を忘れているということです。そのとき、
どうするか。机の上が整理されていれば、必要なもの
もすぐにとり出せますが、現実にはどうでしょう 見
(
たことはありませんが、大体の予想はつきます 。)さ
らに、数Ⅰはチャート、数Ｂは学校の教科書、などと
なったら、混乱するばかりです。学校や塾で勉強して
いるときも困ります。そこで、このテキストです。す
べての公式、典型的な解法がこの一冊に入っています、
それも数Ⅰ、Ⅱ、Ａ、Ｂすべてが。
深 夜番組の通 販の宣伝み たいになって しまいま し
たが、要するに諸君には強い味方が二つもあるという
ことです。では、一年間いっしょにがんばりましょう。

数ⅢＣ Ｂクラス

初めて数Ⅲを学習する諸君を対象に、基本からの講
義をします。学習する内容は、行列、極限、微分、積
分の四単元です。数ⅢＣはⅠⅡＡＢと異なり、基本の
習得だけでかなりのレベルまで対応できますので、こ
のク ラスの目標 とする大学 のレベルには 上限があ り
ません。基本の徹底理解で入試に臨もうという作戦で
す。
講義では、基本事項を確認した上で、典型的な例題
を解説し、類題を演習します。進め方は数ⅠⅡと同様
で、一回の講義で二つから三つの例題を解説し、一年
間で百五十以上の解法を身に付けます。さらに、数Ⅲ
で最も必要な計算力を身に付けるため、必要に応じて
課題の添削プリントで答案をチェックします。たくさ
んの解法パターンと強力な計算力を身に付け、入試に
臨んでもらいます。

（熊倉）
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「現代文はやらなくてもできる／いくらやってもで
きるようにならない」という間違えた思い込みがいま
だに根強く存在しています。そういう世界の偏見に対
して真っ向から挑戦します。現代文に自信がある人に
はさらなるハイレベル・トレーニングを積んでもらい、
ゾ ー ン

何 となくや っている 人には想 像出来 ない高見に到 達
してもらいます。逆に、自信がない人には本質的な現
代文読解方法をマスターしてもらい、今の自分の混迷
年間で最強の課題に前向きな気

を抜け出すルートを見つけてもらいます。ぜひ一緒に
「大学入試」という

さ らに講義内 ではそれぞ れのクラスに 応じた難 易

年。気持ちをこめた予習を期待しています。

も可能ですので、申し出て下さい。高校生活最後の一

ター のみという 生徒は二問 目を自主課題 とするこ と

ードもアップすること間違いありません。理系でセン

の密度が高ければ高いほど、諸君の理解レベルもスピ

対する思考方法を具体的に会得してもらうため、予習

講義内の解説を通して、本文の構造読解方法、設問に

が二問（前が標準 、後が やや難）からなっています。

となります。例えば、春期講習教材は、各日とも例題

演習（スピード）
』の二本立てで伸ばす

読解力は、
『自宅用課題（じっくり）
』＋『講義内

式が有効と思われます。そこで、本講座の基本は、

が必要。①には添削指導のシステム、②には模試の形

ばすためには、①継続的で、②実践的な答案作成練習

現 代文の読解 力を最小限 の努力でかつ 効果的に 伸

持ちでぶつかっていきましょう。
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０ 分程実施します。記号問題・記
度の応用問題演習を３
述問題をまんべんなく扱い、センター試験にも国立二

次試 験にも私立 入試にも対 応できる応用 力の養成 を
目指します。
しかし、それだけではまだ万全ではありません。そ
こで毎回の『語句テスト』
。現代文読解において意外
ボキャブラリー

に多くの人のつまずきの原因が、ただ単純に 語彙力

（重要語句の読み・書き・意味）であるので驚かされ
ます。予習プリントを通じて、
「カタカナ語キーワー
ド」の意味・用法をどんどん覚え、
「入試頻出漢字」
を徹底的にマスターしてもらいます。それゆえ講義の
始めには「確認テスト」
。これが知識問題「勝利の方
程式」です。
講 義形式の中 にも少人数 制を活かした 個別指導 の

三(輪 )

よさを取り入れ、一人一人の要望にしっかりこたえな
がら進めていきたいと思います。

古典 Ａ・Ｂ
前期の目標
①家庭学習…講義で扱った文法事項、単語等を完全
に理解して覚える。
・毎回、復習テストを実施します。テストの内容は、
前回の授業で扱った古文の、部分訳、単語の読み、
意味、文法事項、漢文句法の訓読、解釈です。夏
休みまでの期間、平均点が七割を越えた人は、例
年、難関校合格を果たしています。得点は毎回、
掲示します。
②授業中…講義での説明を完璧に聞き取り、ノート
を確実にとる。
・聞き取り能力と、学力は比例します。正確に聞き
取れるかどうかは、集中力及び知識の吸収能力の
差と言えます。この能力を高めることは、あらゆ
る科目の学力を高めることにもつながります。

前期のテキストは精読を心掛けますから、上記の通り、

復習を完璧に。読む文章は一回一つですから、解説を聞

き終わった時点では、文章全体の内容、出てきた単語・

文法事項等全てが確実に頭に入っていなくてはなりま

せん。ここで出てきた単語・文法事項だけでも、既に入

試必須事項の大半を網羅しています。復習テストでは満

点を目指して下さい。

この他、多読練習も随時実施していきますから、これ

も時間の許す限り、指定した教材 予(定表参照 で)練習を
積んで下さい。訳付きの文庫本を各自入手し、原文を読

んで、大筋が把めるかどうか確かめ、駄目なら訳を読み、

再度原文を読む、という練習を繰り返して下さい。

予習は前提としませんが、するなら、①原文書写、

②単語辞書引き、③全訳をして下さい。①だけでもし

ておくと、授業中のメモがとりやすくなります。事前

に全訳を提出すれば、赤でチェックを入れて返却しま

す。予習用紙が欲しい人は申し出て下さい。

その他、補助教材として、
「英訳源氏物語」
「英訳漢

文」
「センター試験古典問題選」
「志望校別古文・漢文

問題選」等、希望者に随時配布していく予定です。貪

欲にあらゆる知識を吸収していって下さい。

後期は本格的な入試問題演習に入り、量をこなすこ

とを心掛けます。また、単語テストも前期とは別形式

で実施し、併せて文学史テストも行います。前期のう

ちに上記の目標が達成できた人は、入試問題が難なく

解けるようになり、現代人が喪失した世界観を古典か

え び す

ら手に入れ、受験を超越した境地から、この世の真実

の姿を学ぶこともできるようになります。

胡(子 )
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現代文 Ａ・Ｂ
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英語Ａクラス
東大、一橋大、東工大などの国公立大学や早慶上智な
ど私立の最難関大学をめざす人たちのためのクラスです。
ときどき生徒の中に「
どれくらい勉強すれば合格点が取
れますか」と聞きに来る人がいるのですが、これは愚問で
す。これらの大学の英語の入試問題で合格点を取る、さ
らには他科目で失敗しても英語で取りもどせる点を取る
には、これだけ勉強 しておけば大 丈夫というものがあり
ません。全力で取り組んでも手が届かない人もいるかもし
れない。でも、だからこそ、今からなりふりかまわずがん
ばって自分の限界に挑戦して欲しい。また、それが将来絶
対の必要になる英語力の基礎を築くことになります。
英語を習得するにはたいへん時間がかかります。でも、
かけた時間に比例して確実に実力がつくのが英語という
科目の特徴でもあります。早めに時間を十分にかけてリ
ードしておくのが、つらさをあまり感じずに一年を乗り

る人、あなたは正しい。でも、毎年きちんとついて来た人は
結果を出しているし、ついて来れば成果が上がることは分
かっているのだから、楽と言えば楽です。やるかやらないか、
（
澤根）

それだけなのだから。もちろん不安なことがあったら、小
さな事でもいつでも相談してください。

英語Ｂクラス
英語はできなくもないが、かといってばりばりできるわ
けでもない、という人たちがこのクラスには多いはず。
なぜそうなのか？ 理由はいろいろあると思います。た
とえば、勉強量が足りないから。逆にあまり深く考えずに
量だけこなそうとしたからかもしれません。いや実は単語
や構文を覚えてません、という人もいるでしょう。
このクラスでは、こうした問題点を着実につぶしていくこ
とを目指します。
勉強量については、毎回の二コマ連続講義とその予習復
習（
２学期以降は自習課題も）
で量を確保します。深く考
し、添削課題を通じて、一人一人がよく調べ、よく考えた

切るコツです。だから、量も質もハンパじゃない課題に春期
一学期は基礎を身につけてもらう時期になります。他の

答案を作成してもらいます。単語・
構文の暗記は、一年を

えることについては、解説はできるだけ論理的にやります

クラスと共通の教材も使いますが、より高度な内容にまで

通じて繰り返し実施します。ですから、決められたことを

講習から取り組んでもらいます。

踏み込ます。文法は夏以降の本格的な英作文や早慶など

丁寧に、欠かさずやれば、ある程度の力は必ずつきます。

がんばりましょう。

（
原田）

わたしは正解を出せるだろうか、そう考えながら一年間

合わせをした問題が、志望校の入試で出題されたとき、

工夫しますが、みんなの緊張感が大切です。常に、今答え

ながら、あとで使える知識にできるかどうか……。講師も

の高い意識が不可欠。同じ問題を、同じようにこなしてい

でも、志望校に受かるためには、それぞれの受験勉強へ

の難しい文法問題を意識して習得してもらいます。読解は
訳読が中心となりますが、これも夏以降入試問題に挑戦
してもらう際の基礎です。単語や例文の暗記ももちろん
です。ここで基礎を身につけていれば夏以降の入試問題演
習にスムーズに移行できます。
英作文や和訳などは添削をします。自分の答案の弱点
を知ることで、記述式の問題の得点力を伸ばすことができ
ます。
うへ
ー、とんでもないクラスに入ってしまった！と思ってい

英語Ｃクラス

このクラスの諸君には、人生そのものを反省しても
らいます。そこで、この一年間、次の約束を守って下
さい。守り通した人には明るい未来が待っています。

①毎日必ず英語を読み、書き、聞き、発音する。

絶対、毎日です。今、この瞬間から、毎日です。も
し一日でも欠かしたら、地獄へ堕ちると思って下さい。
語学力は継続が不可欠です。とにかく毎日根気よく続
けること。しかも、読み、書き、聞き、発音すること
の四つを必ず欠かさずにやることです。黙読ではダメ
です。声を出して読むこと。データベースの単語・熟
語テストを徹底してやりますから、この教材を使って、
必ず毎日実践して下さい。ＣＤも毎日必ず聞くこと。

②学校の英語もとことん真剣に勉強する。

「うちの学校の先生は最悪！」とか言うのは百年早
い。先生は最悪でも、教材を通じて英語に触れる機会
はとにかく全て有効に活用すること。そして、どうせ
やるなら真剣に取り組むこと。それが上達のコツです。
学校の授業中、居眠りとかしていたら、必ず私が起こ
しにいきます。
「えっ、どうやって？」私ならそれぐら
いできます。

③辞書をひきまくる。

今は電子辞書があるのですから、紙の辞書に比べた
ら楽なものです。とにかく、知らない言葉は辞書をひ
きまくること。訳語の日本語の意味がわからなかった
ら、国語辞典も同時にひくこと。

④塾で行う小テストは満点を取る。

え び す

最初から「全部なんて覚えられない」と決めつけて
いませんか。思い込みが左右していることに気付くべ
きです。意識を変えて下さい。
「必ず満点を取る」とい
う心意気を持って勉強しましょう。

（胡子）
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（松山）

二次試験対策をおおよそ並行して行います。センター
対策ではクラス平均 点以上となるよう丁寧で徹底
した演習および解説を行います。二次対策としては中
程度の問題から早稲田・慶應レベル、さらには国立レ
ベルまで対応した問題演習を柱としています。
わかる喜び、解ける喜び、それを着実な練習の中か
ら是非見つけ出して下さい。

物理Ⅰ

90

化学総合
化学は理論・有機・無機の三つ分野について学習し
ていきます。理論化学では、種々の化学反応、すなわ
ち中和、酸化還元、溶液の性質、気体のふるまい、平
衡などを理論的にとらえて、答えを導き出す、いわば
計算問題を中心に取り扱っていきます。ここでは、化
学 現象 がい かに 起こ るの かと いう化学の基本的な考
え方をしっかり理解できるようにして下さい。有機・
無機化学では知識的な所が多いため、ポイント、覚え
方など整理しながら、授業をすすめていきます。現役
生 が不得意 とする有 機化学は 特に時間 を割いて 演
習・説明を行っていく予定です。
授業内の講義、演習をその場で十分に吸収しようとい
う意識で取り組み、疑問点は質問、そして分からない
ものをできるだけ残さない努力をしていくこと。予習
をする必要はありませんが、毎回の講義・プリントの
復習は必ずして下さい。毎回、十分～十五分程、授業
の開始時に確認テストあり。

80

（湯本）

90

80

物 理Ⅰは学年 を問わずこ の一年でセン ター試験 の
物理 Ⅰで八割以 上の結果を 残すことを目 標に学習 を
進めていきます。物理Ⅰクラスは館山塾で新たに物理
を受講する諸君を対象としています。
物理Ⅰは 分１コマで 分の講義となります。講
義は 自習してき た各単元の 内容について 疑問点や 感
覚的 に把握でき ているかど うかを確認し て公式等 の
成り立ちについても確認していきます。
毎回の講義で新しい単元に入り、その単元の演習問
題が宿題として課されます。この課題はプリント形式
で、提出→添削→返却という手順で実施されます。復
習も含めて丁寧に課題をこなせば、大変な力となりま
す。
九月までにはすべての単元を終了し、その後は入試
問題演習を行います。入試問題演習はセンター対策を
あまり意識せず、各単元の根本的な理解とその応用力
を磨くことを目標とします。この時点でクラス平均
点以 上となるよ う丁寧で徹 底した演習お よび解説 を
行います。
自 分の目標と するレベル をしっかり設 定してそ の
目標に向かって一年間努力を積み重ねましょう。
（松山）

日本史 Ａ・Ｂ
Ａクラスでは日本列島の歴史の「前半」に当たる旧
石器時代から江戸時代初期までを学びます。Ｂクラス
では江戸時代中盤から現代まで。両クラスで異なる時
代を同時進行でこなしていくことで、一年足らずで全
範囲を網羅します。さらに毎回の復習テストと宿題プ
リントで否応なく実力をつけてもらいましょう。
覚えることが苦手な人は、つい日本史の勉強を後回
しにしてしまいがちですが、それは罠にはまっていく
パターンです。苦手だからこそ、とにかく最初の一手
を早くに打ち込むこと。それがこの春です。
講習に向けて宿題は特に設けません。ただし、限ら
れた時間の中で広範な学習を求めますから、かなり忙
しいことになります。自分の予備知識に不安のある人
は、あらかじめ解答つきで配布してあるテキストに目
を通しておくとよいでしょう。そのうえで、ひたすら
毎日、完全に覚えきるまで復習することです。春期講
習中にその姿勢とペースを身につけてください。
佐(治 )

世界史 Ａ・Ｂ
Ａクラスで古代から近代前半にかけて、並行してＢ
クラスでは近代後期（十八世紀以降）から現代史を範
囲とします。Ａ・Ｂ両クラスの両輪で全範囲をくまな
く網羅し、さらに毎回の復習テストと宿題の入試演習
で、実力者へと変身です。
講習中は、毎日完全に覚えきるまで、何度でも繰り
返し復習すること。これを年間のうちに何度もやるの
です。
授 業範囲に予 備知識がな くても分かる よう進め ま
すが、あらかじめ解答付きで配布したテキストに目を
通しておきましょう。
「一年の計は春期にあり」
。ここ
できっちりやっていくペースをつかめば、一年間の勉
強はあっという間だったなあ、と終わりになって振り
返ることができるでしょう。
佐(治 )
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物理総合
物理総合は九十分二コマに分かれていますが、前半
で自 習してきた 内容に関し て疑問点や概 念的に理 解
ができなかったポイントに関して整理を行い、予習し
た例題に関して検討を行い、各回の学習内容に関して
理解を深め、後半でその単元の演習問題を解きます。
物理総合は物理ⅠⅡにこだわらず力学・波動・電磁
気・熱力学の四分野に分けて受験に必要な物理の学習
事項を網羅していきます。毎回の講義内容に対応した
プリントが課題として課せられます。このプリントは
提出→添削→返却という手順で実施します。復習も含
めて丁寧に課題をこなせば、大変な力となります。
月までにはすべての単元を終了し、その後は入試
問題演習を行います。入試問題演習はセンター対策と
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◆ 国 語 科

◆ 数 学 科

二、私法

二、確率過程論

四、困ったときがチャンスです。頭の良くなるチャンスです。

三、ゴルフ

一、東京理科大学理学部数学科卒

熊倉 幹男 数( ⅠＡⅡＢ Ⅲ･Ｃ Ｂ )

四、思い上がった発想と確実な計算力を身につけよう。

三、ウェブページの作成・更新

一、東京大学法学部卒

松山 秀行 数( ⅠＡⅡＢ Ⅲ･Ｃ Ａ )

一、東京大学文学部社会学専修課程卒
二、近代化と比較社会学
ｎ
三、サッカーの研究 ランナー（ ｉ
志村坂上）になること
四、最後の一秒まで自己のベストを尽くして闘うこと（Ｆ
ＩＦＡフェアプレイ憲章第一条）
。

三輪 裕治 現(代文 )

一、東京大学文学部中国哲学専修課程卒
二、哲学の根本問題と荘子思想の地平
三、山歩き、龍笛
四、雪原にテントを張って寝て、朝起きてみると枕元の水筒
が凍っています。試練は人間を強くします。

胡子 俊英 古(典 )

氏 名 担(当科目 )
講師自己紹介
一、卒業 在(学 大)学 学･部名
二、専攻
三、趣味
四、塾生へ一言
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◆ 英 語 科

澤根 誠 Ａ( )
一、東京大学大学院総合文化研究科博士課程卒
二、文化人類学
三、読書、双子の観察。
四、入試は七、八割の得点で合格できます。完璧主義に陥
らず、どんどん先に進みましょう、若いのだから。

原田 勝 Ｂ( )
一、東京外国語大学外国語学部卒
二、ロシア語
三、ソフトテニス、浦和レッズの応援
四、どうせやるなら何事も一所懸命に。常に、今自分は何のために、
何をやろうとしているのか、そしてどうすれば一番効率が良いか
を考えましょう。お手伝いします。

胡子 俊英 Ｃ( )
一、東京大学文学部中国哲学専修課程卒
二、哲学の根本問題と荘子思想の地平
三、山歩き、龍笛
四、雪原にテントを張って寝て、朝起きてみると枕元の水筒
が凍っています。試練は人間を強くします。

◆ 社 会 科

佐治 恵 日(本史ＡＢ 世･界史ＡＢ )

一、慶応義塾大学大学院文学研究科修了
二、
「生の哲学」から現代の諸問題を考えること
三、こ どもの本の読み聞かせ
四、自分の持てる力をフルに出し切ることを、受験勉強を
通じて会得してください。

◆ 理 科

二、私法

松山 秀行 物(理総合・Ⅰ )

一、東京大学法学部卒

三、ウェブページの作成・更新
四、思い上がった発想と確実な計算力を身につけよう。

湯本 健吾 化(学総合 )

一、東京理科大学理工学部 卒
二、工業化学科有機物理学専攻
三、授業。
四、十分な理解と十分な実力を得るには、十分な時間が必
要なのです。 あせらず一歩一歩進んでいこう。
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このページのグラフは、昨年度高校在籍者が各受講科目の予習・復習に１週間平均してどれだけ時間を使ったかを尋ねたものです。これは、あくまでも

単位％

一回の塾の授業に出席するために必要だった時間です。それ以外に自分で計画して受験勉強全体を組み立てていかねばならないのは当然ですね。

勉強時間アンケート調査結果

