
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高 1は「重要単元の総復習」、 

高 2は「大学入試対策への第一歩」がテーマです。 

はじめての方も、この機会にぜひ秀英予備校に来てください！ 
 

 
 
 
 

ポイント① すべてライブ授業（黒板を使った対面式の集団授業）で開催！ 

ポイント② 60 分×3日間の大ボリューム授業が、何講座でも無料！ 

ポイント③ “受験のプロ”進学アドバイザー・講師による学習指導・進路相談 

ポイント③ が受けられます！  

ポイント④ 快適で集中できる、秀英の自習室を利用できます！ 

名古屋校 

春日井校 

四日市校 

浜松校 



★高２生向け講座★ 名古屋校・春日井校 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

センターへの英語 

（センター対策） 

名古屋 12/25（月）～27（水） 18:00～19:00 柴田 貴雄 

春日井 12/25（月）～27（水） 19:20～20:20 天満 裕也 

センター試験・英語（筆記）の概要及び、これから残りの時間でどのような勉強をしていけばよいのか

という指針を示します。「センターで得点する」ために、語彙力や文法・語法の力以外につけていくべ

き力とは何かを、知りたくはありませんか？教室で待っています。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関国公立大への英語 

（応用・発展） 

名古屋 12/28（木）～30（土） 18:00～19:00 三木 芳幸 

春日井 12/28（木）～30（土） 18:00～19:00 松山 拓史 

難関と呼ばれる国公立大に合格するための英語力を、長文・文法・英作文の３方向から養成します。英

作文を毎回あつかうのは、秀英のカリキュラム上、唯一この講座だけです。英語を得点源にしたい受験

生は、多少無理をしてでもこの講座に出て下さい。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

国公立大への英語 

（標準） 

名古屋 12/21（木）～23（土） 19:20～20:20 松山 拓史 

春日井 12/28（木）～30（土） 18:00～19:00 天満 裕也 

国公立大入試英語では長文に対する記述問題が中心です。高得点を取るためには英文の正しい理解を積

み上げ、文章展開のパターンを意識しながら情報を収集することが大切です。本講座では、英文理解か

ら文章展開の把握に至るまでの総合的な得点力を養成します。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

センターへの数学 

（センター対策） 

名古屋 12/25（月）～27（水） 19:20～20:20 池田 健太郎 

春日井 12/21（木）～23（土） 20:40～21:40 池田 健太郎 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、センター試験でも重要かつ頻出テーマを厳選して解説しま

す。1つ 1つの知識を確認し、問題を正しく解く力をつけることがカギを握ります。1年後のセンター

試験に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関国公立大への数学 

（応用・発展） 

名古屋 12/28（木）～30（土） 19:20～20:20 吉田 尚史 

春日井 12/28（木）～30（土） 19:20～20:20 納冨 隆 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、難関大入試で重要かつ頻出テーマを厳選して解説します。

複数の単元にまたがる融合問題に取り組むためには、各単元の典型問題を正しく解く力をつけることが

カギを握ります。1年後の入試に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

国公立大への数学 

（標準） 

名古屋 12/21（木）～23（土） 18:00～19:00 阿部 雄次 

春日井 12/28（木）～30（土） 19:20～20:20 池田 健太郎 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、国公立大学の 2次試験で重要かつ頻出テーマを厳選して解

説します。各単元の典型問題に取り組むためには、土台となる問題を正しく解く力をつけることがカギ

を握ります。1年後の入試に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

大学入試への古文 

（標準・応用・発展） 

名古屋 12/25（月）～27（水） 20:40～21:40 木下 雅博 

春日井 12/25（月）～27（水） 18:00～19:00 吉田 雄介 

文章題の設問には本文中に根拠がないものが時々あります。特に日記では作者自身がわかっていること

は書かないのです。今回は平安時代の著名な日記の作者の人となりや作品の背景などの知識を習得しま

す。上手くいけば本文を読まずに答えがわかる、かも。 
 

 
 

 



★高１生向け講座★ 名古屋校・春日井校 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

テーマ攻略英文法＜関係詞＞ 

（応用） 

名古屋 12/21（木）～23（土） 18:00～19:00 松山 拓史 

春日井 12/21（木）～23（土） 20:40～21:40 天満 裕也 

関係詞を使いながら筆者は名詞に対して様々な情報を付加し、言いたいことを説明していきます。従っ

て、主張を無駄なく表現する入試英語の文章では必ず使用されるパーツです。本講座でこの必須アイテ

ムの使い方に習熟し、英語の文章理解力を向上させましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

テーマ攻略英文法＜関係詞＞ 

（標準） *未習者対象 

名古屋 12/21（木）～23（土） 18:00～19:00 天満 裕也 

春日井 12/25（月）～27（水） 18:00～19:00 天満 裕也 

関係詞を使いながら筆者は名詞に対して様々な情報を付加し、言いたいことを説明していきます。従っ

て、主張を無駄なく表現する入試英語の文章では必ず使用されるパーツです。本講座でこの必須アイテ

ムの使い方に習熟し、英語の文章理解力を向上させましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

テーマ攻略英文法＜比較＞ 

（応用） 

名古屋 12/25（月）～27（水） 19:20～20:20 柴田 貴雄 

春日井 12/28（木）～30（土） 19:20～20:20 松山 拓史 

「比較は覚えることが多い！」「丸暗記しても解けないし、すぐ忘れる…。」みんな大嫌い、比較。でも

そういう人は、実は比較の考え方の「基本」を知らないのです。この講座では、その「基本」を伝授。

やみくもに丸暗記する必要が無くなり、解けるようになりますよ。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

テーマ攻略英文法＜比較＞ 

（標準） *未習者対象 

名古屋 12/25（月）～27（水） 19:20～20:20 松山 拓史 

春日井 12/28（木）～30（土） 19:20～20:20 天満 裕也 

「比較は覚えることが多い！」「丸暗記しても解けないし、すぐ忘れる…。」みんな大嫌い、比較。でも

そういう人は、実は比較の考え方の「基本」を知らないのです。この講座では、その「基本」を伝授。

やみくもに丸暗記する必要が無くなり、解けるようになりますよ。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

テーマ攻略数学＜場合の数・確率＞ 

（標準・応用） 

名古屋 12/21（木）～23（土） 19:20～20:20 阿部 雄次 

春日井 12/21（木）～23（土） 19:20～20:20 池田 健太郎 

「場合の数」「確率」は苦手とする生徒が非常に多く、他の単元との融合が少ないため、復習する機会

が多くありません。数学Ⅱ・数学 Bに入る前のこの時期に、この単元の総復習を典型問題を使って定着

させていきましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

テーマ攻略数学＜三角比＞ 

（標準・応用） 

名古屋 12/28（木）～30（土） 18:00～19:00 吉田 尚史 

春日井 12/28（木）～30（土） 20:40～21:40 池田 健太郎 

数学Ⅱの三角関数で「三角比」を使うため、高 1の冬にこの三角比の復習と行う必要があります。典型

問題の良問を通して、知識の定着、知識量のアップをはかり、今後求められる発想力や柔軟な思考力を

鍛えていきます。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

テーマ攻略古文＜文法総整理＞ 

（標準・応用） 

名古屋 12/28（木）～30（土） 19:20～20:20 吉田 雄介 

春日井 12/25（月）～27（水） 19:20～20:20 吉田 雄介 

古文の文法の中で一番よく出題される単元（項目）は…やはり「助動詞」。文法というものは読んだ時

の音か文字のつながりでほとんど解けるようになっているのです。最小限度の暗記を基に解くための技

術を習得します。出るのだったら攻略あるのみ、でしょ。 

 



★高２生向け講座★ 四日市校 ※本科講座非受講者、一般生専用 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

センターへの英語 
（センター対策） 

四日市 12/28(木)～30(土) 18:00～19:00 伊藤 拓郎 

センター試験・英語（筆記）の概要及び、これから残りの時間でどのような勉強をしていけばよいのか

という指針を示します。「センターで得点する」ために、語彙力や文法・語法の力以外につけていくべ

き力とは何かを、知りたくはありませんか？教室で待っています。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関国公立大への英語 
（応用・発展） 

四日市 12/21(木)～23(土) 20:40～21:40 伊藤 拓郎 

東大・京大・名大などの旧帝大をはじめとする、難関国公立大を志望する皆さんに向けての特別講座で

す。難関国公立大で求められる記述答案とはどのようなものか、また、それを一年後書けている状態に

するにはどのような対策をしていけばよいのかを指南します。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

国公立大への英語 
（標準・応用） 

四日市 12/25(月)～27(水) 20:40～21:40 三鳥川 幸治 

三重大・愛教大・愛県大など、国公立大の入試を突破するには、①単語・文法の基礎を積み上げ、②精

読（構文把握の練習）をくり返し、③音読を通じて英文を前から読む練習をするという、3つの訓練が

不可欠です。①②について、徹底して 3日間で練習します！ 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

センターへの数学 
（センター対策） 

四日市 12/28(木)～30(土) 19:20～20:20 山中 和彦 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、センター試験でも重要かつ頻出テーマを厳選して解説しま

す。1つ 1つの知識を確認し、問題を正しく解く力をつけることがカギを握ります。1年後のセンター

試験に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関国公立大への数学 
（応用・発展） 

四日市 12/21(木)～23(土) 19:20～20:20 山中 和彦 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、難関大入試で重要かつ頻出テーマを厳選して解説します。

複数の単元にまたがる融合問題に取り組むためには、各単元の典型問題を正しく解く力をつけることが

カギを握ります。1年後の入試に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

国公立大への数学 
（標準・応用） 

四日市 12/25(月)～27(水) 19:20～20:20 山中 和彦 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、国公立大学の 2次試験で重要かつ頻出テーマを厳選して解

説します。各単元の典型問題に取り組むためには、土台となる問題を正しく解く力をつけることがカギ

を握ります。1年後の入試に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

大学入試への古文 
（標準・応用・発展） 

四日市 12/21(木)～23(土) 18:00～19:00 木下 雅博 

文章題の設問には本文中に根拠がないものが時々あります。特に日記では作者自身がわかっていること

は書かないのです。今回は平安時代の著名な日記の作者の人となりや作品の背景などの知識を習得しま

す。上手くいけば本文を読まずに答えがわかる、かも。 

 



★高１生向け講座★ 四日市校 ※本科講座非受講者、一般生専用 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関大への英文読解 
（応用・発展） 

四日市 12/25(月)～27(水) 19:20～20:20 伊藤 拓郎 

難関大の入試に通用する「ホンモノの」英文読解力とはなんなのか。この冬、出し惜しみなしで伝えま

す。今の実力はそんなに関係ありません。「本気で」難関大を、目指したい、合格したい、という意欲

を持った方の参加を待っています。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関大への英文法（関係詞） 
（応用・発展） 

四日市 12/25(月)～27(水) 20:40～21:40 伊藤 拓郎 

中 3で初めて習った関係詞ですが、定期テストや模試、入試でも、さまざまな形式で出題されます。空

欄補充、並び替え、和訳、英作文など、それぞれの解き方をしっかりまとめ、どのような問題でも対処

できるよう、入試問題にも触れながら、まとめ切ってしまいましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

英文法（関係詞） 
（標準・応用） 

四日市 12/28(木)～30(土) 20:40～21:40 三鳥川 幸治 

中 3で初めて習った関係詞ですが、定期テストや模試、入試でも、さまざまな形式で出題されます。空

欄補充、並び替え、和訳、英作文など、それぞれの解き方をしっかりまとめ、どのような問題でも対処

できるよう、この機会にまとめ切ってしまいましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関大への数学（三角比） 
（応用・発展） 

四日市 12/28(木)～30(土) 20:40～21:40 阿部 雄次 

数学Ⅱの三角関数で「三角比」を使うため、高 1の冬にこの三角比の復習と行う必要があります。典型

問題の良問を通して、知識の定着、知識量のアップをはかり、今後求められる発想力や柔軟な思考力を

鍛えていきます。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

数学（三角比） 
（標準・応用） 

四日市 12/28(木)～30(土) 19:20～20:20 阿部 雄次 

数学Ⅱの三角関数で「三角比」を使うため、高 1の冬にこの三角比の復習と行う必要があります。典型

問題の良問を通して、知識の定着、知識量のアップをはかり、今後求められる発想力や柔軟な思考力を

鍛えていきます。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関大への古文（文法総整理） 
（応用・発展） 

四日市 12/21(木)～23(土) 20:40～21:40 木下 雅博 

古文の文法の中で一番よく出題される単元（項目）は…やはり「助動詞」。文法というものは読んだ時

の音か文字のつながりでほとんど解けるようになっているのです。最小限度の暗記を基に解くための技

術を習得します。出るのだったら攻略あるのみ、でしょ。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

古文（文法総整理） 
（標準・応用） 

四日市 12/21(木)～23(土) 19:20～20:20 木下 雅博 

古文の文法の中で一番よく出題される単元（項目）は…やはり「助動詞」。文法というものは読んだ時

の音か文字のつながりでほとんど解けるようになっているのです。最小限度の暗記を基に解くための技

術を習得します。出るのだったら攻略あるのみ、でしょ。 

 

 



★高２生向け講座★ 浜松校  
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

センターへの英語 

（センター対策） 
浜松 12/28(木)～30(土) 20:40～21:40 北條 貴也 

センター試験・英語（筆記）の概要及び、これから残りの時間でどのような勉強をしていけばよいのか

という指針を示します。「センターで得点する」ために、語彙力や文法・語法の力以外につけていくべ

き力とは何かを、知りたくはありませんか？ 教室で待っています。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関国公立大への英語 

（発展・応用） 
浜松 12/21(木)～23(土) 18:00～19:00 柴田 貴雄 

難関と呼ばれる国公立大に合格するための英語力を、長文・文法・英作文の３方向から養成します。英

作文を毎回あつかうのは、秀英のカリキュラム上、唯一この講座だけです。英語を得点源にしたい受験

生は、多少無理をしてでもこの講座に出て下さい。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

国公立大への英語 

（応用・標準） 
浜松 12/21(木)～23(土) 20:40～21:40 宇野 光男 

国公立大入試英語では長文に対する記述問題が中心です。高得点を取るためには英文の正しい理解を積

み上げ、文章展開のパターンを意識しながら情報を収集することが大切です。本講座では、英文理解か

ら文章展開の把握に至るまでの総合的な得点力を養成します。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

センターへの数学 

（センター対策） 
浜松 12/25(月)～27(水) 20:40～21:40 杉浦 元紀 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、センター試験でも重要かつ頻出テーマを厳選して解説しま

す。1つ 1つの知識を確認し、問題を正しく解く力をつけることがカギを握ります。1年後のセンター

試験に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

難関国公立大への数学 

（発展・応用） 
浜松 12/21(木)～23(土) 19:20～20:20 横尾 克哉 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、難関大入試で重要かつ頻出テーマを厳選して解説します。

複数の単元にまたがる融合問題に取り組むためには、各単元の典型問題を正しく解く力をつけることが

カギを握ります。1年後の入試に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

国公立大への数学 

（応用・標準） 
浜松 12/25(月)～27(水) 19:20～20:20 横尾 克哉 

これまでに学習した数学ⅠＡⅡＢの中から、国公立大学の 2次試験で重要かつ頻出テーマを厳選して解

説します。各単元の典型問題に取り組むためには、土台となる問題を正しく解く力をつけることがカギ

を握ります。1年後の入試に向けて、この講座でいち早くスタートを切りましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

大学入試への古文 

（発展・応用・標準） 
浜松 12/28(木)～30(土) 19:20～20:20 木下 雅博 

文章題の設問には本文中に根拠がないものが時々あります。特に日記では作者自身がわかっていること

は書かないのです。今回は平安時代の著名な日記の作者の人となりや作品の背景などの知識を習得しま

す。上手くいけば本文を読まずに答えがわかる、かも。 

 

 

 



★高１生向け講座★ 浜松校 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

英文法＜関係詞＞(発展・応用) 浜松 12/21(木)～23(土) 19:20～20:20 柴田 貴雄 

関係詞を使いながら筆者は名詞に対して様々な情報を付加し、言いたいことを説明していきます。従っ

て、主張を無駄なく表現する入試英語の文章では必ず使用されるパーツです。本講座でこの必須アイテ

ムの使い方に習熟し、英語の文章理解力を向上させましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

英文法＜比較＞(発展・応用) 浜松 12/21(木)～23(土) 20:40～21:40 柴田 貴雄 

筆者は自分の主張したいことを他のことと比較し「勝っている」ことを示すことによって強調すること

がよくあります。そのために使う表現法を事前に学んで言いたい事を即座につかめるようにしておくと

有利です。様々な比較表現をその仕組みから詳説し、読解の総合力を強化します。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

英文法＜関係詞＞(標準) 浜松 12/25(月)～27(水) 19:20～20:20 宇野 光男 

関係詞を使いながら筆者は名詞に対して様々な情報を付加し、言いたいことを説明していきます。従っ

て、主張を無駄なく表現する入試英語の文章では必ず使用されるパーツです。本講座ではこの必須アイ

テムの使い方を基礎から丁寧に説明し、見ればすぐに正しい訳出ができるまで練習します。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

英文法＜比較＞(標準) 浜松 12/25(月)～27(水) 20:40～21:40 宇野 光男 

「比較は覚えることが多い！」「丸暗記しても解けないし、すぐ忘れる…。」みんな大嫌い，比較。でも

そういう人は，実は比較の考え方の「基本」を知らないのです。この講座では，その「基本」を伝授。

やみくもに丸暗記する必要が無くなり、解けるようになりますよ。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

数学＜場合の数・確率＞(発展・応用) 浜松 12/25(月)～27(水) 19:20～20:20 杉浦 元紀 

「場合の数」「確率」は苦手とする生徒が非常に多く、他の単元との融合が少ないため、復習する機会

が多くありません。数学Ⅱ・数学 Bに入る前のこの時期に、この単元の総復習を典型問題を使って定着

させて、入試レベルまで学力を引き上げよう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

数学＜場合の数・確率＞(標準) 浜松 12/21(木)～23(土) 19:20～20:20 杉浦 元紀 

「場合の数」「確率」は苦手とする生徒が非常に多く、他の単元との融合が少ないため、復習する機会が多くあり

ません。数学Ⅱ・数学 B に入る前のこの時期に、この単元の総復習を典型問題を使って定着させていきましょう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

数学＜三角比＞(発展・応用) 浜松 12/25(月)～27(水) 20:40～21:40 横尾 克哉 

数学Ⅱの三角関数で「三角比」を使うため、高 1の冬にこの三角比の復習と行う必要があります。典型

問題の良問を通して、知識の定着、知識量のアップをはかり、今後求められる発想力や柔軟な思考力を

鍛えていきます。この機会に学力を入試問題まで引き上げよう。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

数学＜三角比＞(標準) 浜松 12/21(木)～23(土) 20:40～21:40 横尾 克哉 

数学Ⅱの三角関数で「三角比」を使うため、高 1の冬にこの三角比の復習と行う必要があります。典型問題の良問

を通して、知識の定着、知識量のアップをはかり、今後求められる発想力や柔軟な思考力を鍛えていきます。 
 

講座名（講座レベル） 校舎 日程 時間 講師 

古文＜文法総整理＞ 浜松 12/28(木)～30(土) 20:40～21:40 木下 雅博 

古文の文法の中で一番よく出題される単元（項目）は…やはり「助動詞」。文法というものは読んだ時

の音か文字のつながりでほとんど解けるようになっているのです。最小限度の暗記を基に解くための技

術を習得します。出るのだったら攻略あるのみ、でしょ。 



 

 

 

１．講座の選択・決定 

 

２．お申し込み ※以下のいずれかの方法でお申し込み下さい。 

〈A〉お電話でのお申し込み 以下のお電話番号までお電話下さい。 

〈B〉窓口でのお申し込み 各校舎の受付にて、備え付けのお申込用紙をご提出下さい。 

〈C〉ウェブサイトからのお申し込み 

「ライブ授業→資料請求・お申し込み→講習」の順にお進み下さい。 

 

３．テキスト配布会 

講座により事前予習が必要になる場合がございます。テキストを事前にお渡しする「テキ

スト配布会」の日程はお申込み後、改めてご連絡いたします。ご都合があわない方は、その

際にお知らせ下さい。 

 

４．冬期無料招待講座スタート 

 テキストと筆記用具など学習準備を整え、5分前には着席して下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 名古屋校 052-745-1251  地下鉄千種駅（JR 千種駅）3 番出口より徒歩 1 分 

春日井校 0568-86-9261  県道 508 号（旧国道 19 号）鳥居松交差点より徒歩 1 分 

四日市校 059-359-3257  近鉄四日市駅西口より徒歩 2 分 

浜松校校 053-459-6605  JR 浜松駅北口より徒歩 5 分 

※開放日時・時間はお問い合わせ下さい。 
※12/16（土）以降にお申し込みされた場
合は、授業開催日のみ利用できます。 

秀英予備校 大学受験部 


