
 2017年　冬期教育研究セミナー　設置講座一覧 駿台教育研究所

◎デジタルパンフレットは9月28日に駿台教育研究所ホームページに掲載予定、案内書は10月3日発送予定です

地区 科目 実施日 講師 講座ｺｰﾄﾞ 講座名 会場

12月3日(日) 大島　保彦 11003 普遍的な学力をめざして英単語から（他教科歓迎の多教科的な学び） 日本大学法学部2号館

12月3日(日) 竹岡　広信 11004 英文解釈の指導－2017年の入試問題を解く！－ お茶の水センター

12月17日(日) 駒橋　輝圭 11017 アメリカ英語の発音でリスニングとスピーキングの融合　＜午前4コマ＞ 大正大学7号館

12月23日(土) 増田　悟 11023 東大入試英語－東大が要求する学力を考える－ 駿台 お茶の水8号館

12月27日(水) ★ 11227 英語４技能試験の比較と対策法 駿台 市谷校舎

12月28日(木) 菅谷　孝義※1 11128 「速さ」に打ち勝つTOEIC® L&Rの指導法 大正大学7号館

1月4日(木) 坂井　孝好 11044 いかにして生徒を早大合格へと導くのか 駿台 お茶の水8号館

1月5日(金) 坂井　孝好 11045 異なる難易度の大学に共通する解法を求めて 駿台 お茶の水8号館

1月6日(土) 秋澤　秀司 11046 「高校英語」の効果的指導（文法：動詞編）－自信を持って授業ができるために－ 駿台 お茶の水8号館

1月7日(日) 鈴木　海太 11047 入試問題研究（英語）－解答へのアプローチ・完成編－ 大正大学7号館

1月21日(日) 竹岡　広信 11061 英作文の指導－2017年の入試問題を解く！－ 駿台 お茶の水8号館

2月4日(日) 佐山　竹彦 11084 ゼロから始めるスピーキング授業　＜午後3コマ＞ 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

2月12日(月) 馬場　純平 11092 続・受験英語をアクティブに－英作文・自由英作文編－ 駿台 お茶の水8号館

2月18日(日) 竹岡　広信 11098 「英文読解の原則125」の解説 駿台 市谷校舎

2月25日(日) 竹岡　広信 11099 英熟語の解説 駿台 市谷校舎

11月19日(日) 永島　豪 12000
＜無料体験セミナー＞「高校数学」の効果的指導（整数・確率編）
　　　－自信を持って授業ができるために－　＜午前2コマ＞

駿台 市谷校舎

12月3日(日) 雲　幸一郎 12003 高校数学のかんどころ② 日本大学法学部2号館

12月3日(日) 雲　孝夫 12004 東大数学－2017年度入試問題研究－ 日本大学法学部2号館

12月17日(日) 浅井　さやか 12017 伸ばす立場・育てる視点⑦－複素数コンプレックス－ 大正大学7号館

12月23日(土) 清　史弘 12023 冬の受験指導標準 駿台 市谷校舎

12月25日(月) 安田　亨 12025 数学Ⅱの微分法と積分法 駿台 市谷校舎

12月26日(火) 谷　周樹 12026 入試数学のファンダメンタルズ－複素数の融合力、底力－ 駿台 市谷校舎

12月28日(木) 小島　敏久 12028 闘う30題　’17入試数学ベストセレクション（その２） 大正大学7号館

12月29日(金) 小島　敏久 12029 数学研究講座　第39章　極限を極める（その２） 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

1月6日(土) 小番　潤 12046 教えにくい部分の集中講義－応用編（数A～数III）＋意欲を上げる話－ 駿台 市谷校舎

1月7日(日) 永島　豪 12047 「高校数学」の効果的指導（整数・確率編）－自信を持って授業ができるために－ 大正大学7号館

1月8日(月) 清　史弘 12048 高校数学探究－高校数学が本当に好きな人のために－ 駿台 市谷校舎

1月21日(日) 小島　敏久 12061 闘う30題　’17入試数学ベストセレクション（その２） 駿台 お茶の水8号館

2月11日(日) 石川　博也 12091 有名問題の系譜（その２） 駿台 市谷校舎

2月18日(日) 清　史弘 12098 新学年のための高校数学指導（上級） 駿台 市谷校舎

2月11日(日) 霜　栄 13091 『実用国語／文学国語』のススメ－新共通テストの時代へ－ 駿台 市谷校舎

2月18日(日) 霜　栄 13098 『実用国語／文学国語』のススメ－新共通テストの時代へ－ 駿台 市谷校舎

12月3日(日) 霜　栄 13103 センター現代文完答への解答力－新共通テストを睨んで－ 日本大学法学部2号館

12月24日(日) 清水　正史 13124 早大現代文研究 駿台 市谷校舎

12月25日(月) 霜　栄 13125 東大・京大現代文ダブルフォーカス指導法 お茶の水センター

1月7日(日) 多田　圭太朗 13147 入試直前　難関国公立大現代文設問別総整理 大正大学7号館

2月4日(日) 平井　隆洋 13184 切り札にする　現代文－評論文から小説文まで－ 大正大学5号館

2月12日(月) 松本　孝子 13192 さて、現代文の勉強を始めよう－新・現代文への誘い　１－ 駿台 お茶の水8号館

12月3日(日) 田畑　千恵子 13203 早大古典対策の指導（古文）　＜午後4コマ＞ 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

12月17日(日) 上野　一孝 13217 東大古典（古文）　＜午前4コマ＞ 大正大学7号館

12月27日(水) 塩沢　一平 13227 今すぐできる主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）－教科書から入試指導まで－（古文） お茶の水センター

12月28日(木) 塩沢　一平 13228 誰でもできる主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）－大ネタ・中ネタ・小ネタ－（古文） お茶の水センター

12月29日(金) 下司　賢治 13229 「大学入学共通テスト」モデル問題例の検討（古文） お茶の水センター

1月21日(日) 渡辺　剛啓 13261 入試問題から考える古文の指導法 駿台 お茶の水8号館

東京

英語

数学

国語

現代文

古文

10月16日(月) 受付開始 
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地区 科目 実施日 講師 講座ｺｰﾄﾞ 講座名 会場

12月3日(日)
田畑　千恵子
三宅　崇広

13300 早大古典対策の指導　＜古文：午後4コマ＋漢文：午前4コマ＞ 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

12月17日(日)
上野　一孝
三宅　崇広

13301 東大古典　＜古文：午前4コマ＋漢文：午後4コマ＞ 大正大学7号館

12月3日(日) 三宅　崇広 13303 早大古典対策の指導（漢文）　＜午前4コマ＞ 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

12月10日(日) 福田　忍 13310 入試漢文の研究－論説と随想－ 中央大学後楽園ｷｬﾝﾊﾟｽ３号館

12月17日(日) 三宅　崇広 13317 東大古典（漢文）　＜午後4コマ＞ 大正大学7号館

12月23日(土) 三宅　崇広 13323 漢文入試対策－“定番問題”を使っての指導・決定版－ 駿台 お茶の水8号館

12月3日(日) 小倉　正舟 14103 2017東大物理 日本大学法学部2号館

1月7日(日) 小倉　正舟 14147 入試物理研究（2017冬） 大正大学7号館

1月8日(月) 笠原　邦彦 14148 大学入試物理・電磁気の基礎Ⅱ 駿台 お茶の水8号館

2月12日(月) 笠原　邦彦 14192 入試物理選集－生徒と一緒に学びたい問題－その２ 駿台 市谷校舎

12月10日(日) 石川　正明 14210 有機化学の教え方⑥－医薬品、染料、有機実験、ハイレベル総合演習－ 駿台 市谷校舎

12月28日(木) 景安　聖士 14228 入試化学のファンダメンタルズ－有機化学３：芳香族化合物－ 大正大学7号館

1月4日(木) 石川　正明 14244 化学教え方シリーズ－構造の理論①原子、結合－ 駿台 お茶の水8号館

1月5日(金) 石川　正明 14245 化学教え方シリーズ－構造の理論②結晶構造、分子構造－ 駿台 お茶の水8号館

1月6日(土) 石川　正明 14246 東大・京大の化学問題の研究シリーズ⑤－熱化学－ 駿台 お茶の水8号館

12月10日(日) 佐野　芳史 14310 東大生物研究－東大入試の教え方と使い方－ 中央大学後楽園ｷｬﾝﾊﾟｽ３号館

1月5日(金) 中島　丈治 14345 日常学習に役立つ入試問題（マーク式問題編） 駿台 お茶の水8号館

2月25日(日) 朝霞　靖俊 14399 実戦・生物入試研究－“キジュツ地獄”からの脱却－ 駿台 市谷校舎

歴史総合 2月18日(日) 渡辺　幹雄 15098 世界史と日本史の接点の研究－歴史総合を見据えて－ 駿台 市谷校舎

12月17日(日) 田部　圭史郎 15117 2017年度早慶大日本史 大正大学7号館

1月8日(月) 鈴木　和裕 15148 論述問題から学ぶ日本史－近現代の社会経済　後編－ 駿台 お茶の水8号館

2月11日(日) 塚原　哲也 15191 日本史の研究－荘園制の形成をどう教えるか－ 駿台 市谷校舎

2月12日(月) 塚原　哲也 15192 日本史の研究－明治末・大正前期をどう教えるか－ 駿台 市谷校舎

12月3日(日) 鵜飼　恵太 15203 早慶大世界史の攻略－2017年入試の研究と直前期の対策－ 日本大学法学部2号館

12月23日(土) 渡辺　幹雄 15223 東大世界史論述対策研究－2018年度の東大入試を想定して－ 駿台 お茶の水8号館

1月21日(日) 吉屋　大樹 15261 文化史の指導法－西洋文化史編－ 駿台 お茶の水8号館

2月4日(日) 川西　勝美 15284 中世から近代における東西の世界の状況 大正大学5号館

地理 12月10日(日) 阿部　恵伯 15310 東大地理の分析と対策2017年版 駿台 池袋校

地理総合 1月28日(日) 宇野　仙 15368 入試問題からデザインする地理のアクティブ・ラーニングVer.2.0
駿台 ﾄﾗﾍﾞﾙ&ﾎﾃﾙ
専門学校本部校舎

政経・現社 1月7日(日) 大野　貴広 15447 21世紀のニュース・諸事象を題材にした授業の構築例 大正大学7号館

倫理 1月5日(金) 村中　和之 15545 センター倫理における現代思想の出題例と指導法 駿台 お茶の水8号館

12月23日(土) 松井　賢太郎 16023 人事を尽くして天命を待つ：文系小論文の直前指導 駿台 市谷校舎

1月7日(日) 奥津　茂樹 16047 参加型講座 大きく変わるＡＯ・推薦入試 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 1月8日(月) 奥津　茂樹 17048 参加型 アクティブ・ラーニング講座（基礎講座：ALを身につける） 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

2月11日(日)
奥本　望
若月　一模
笠原　邦彦

19091 理数探究③－数学と物理のアンサンブル－　＜午前3コマ＞ 駿台 お茶の水8号館

2月11日(日)

駒橋　輝圭
奥本　望
笠原　邦彦
佐野　芳史

19092 理数探究④－大ざっぱに捉える－　＜午後3コマ＞ 駿台 お茶の水8号館

1月14日(日) 久木田　寛直※2 19154 さまざまな教科で役に立つ！「ロボットプログラミング」 駿台電子情報&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

2月4日(日) 石原　賢一★ 19184 進学指導力・授業力グレードアップレクチャー　＜午前3コマ＞ 大正大学5号館

2月4日(日) 石原　賢一★ 19185 大学入試改革に向けて－過去と現在を知り、未来に生かす－　＜午後3コマ＞ 大正大学5号館

2月12日(月) 久木田　寛直※2 19192 さまざまな教科で役に立つ！「ロボットプログラミング」 駿台電子情報&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

英語 11月26日(日)
斎藤　資晴
駒橋　輝圭

21000 英文読解・英作文指導の勘所 駿台 横浜校2号館

数学 12月3日(日) 森　茂樹 22003 数学指導の勘所 駿台 横浜校2号館

古文 12月3日(日) 松井　誠 23203 古文指導の勘所 駿台 横浜校2号館

小論文

科目横断

特別講座

世界史

東京

横浜

古典

漢文

物理

化学

生物

日本史
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地区 科目 実施日 講師 講座ｺｰﾄﾞ 講座名 会場

12月17日(日) 竹岡　広信 31017 英作文の指導－2017年の入試問題を解く！－ 大阪学院大学15号館

12月23日(土) 馬場　純平 31023 続・受験英語をアクティブに－英作文・自由英作文編－ 駿台 大阪南校

12月28日(木) 竹岡　広信 31028 「英文読解の原則125」の解説 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

12月29日(金) 竹岡　広信 31029 英熟語の解説 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

1月8日(月) 秋澤　秀司 31048 「高校英語」の効果的指導（文法：動詞編）－自信を持って授業ができるために－ 駿台 京都駅前校

1月21日(日) 元木　高男 31061 京大英語の攻略 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

2月11日(日) 馬場　純平 31091 続・受験英語をアクティブに－長文読解編－ 駿台 大阪南校

2月12日(月) 駒橋　輝圭 31092 アメリカ英語の発音でリスニングとスピーキングの融合　＜午前4コマ＞ 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

11月26日(日) 永島　豪 32000
＜無料体験セミナー＞「高校数学」の効果的指導（整数・確率編）
　　　－自信を持って授業ができるために－　＜午後2コマ＞

駿台 大阪南校

12月10日(日) 清　史弘 32010 冬の受験指導標準 駿台 京都駅前校

12月17日(日) 井辺　卓也 32017 センター試験対策のポイント Part 2 大阪学院大学15号館

12月23日(土) 小島　敏久 32023 闘う30題　’17入試数学ベストセレクション（その２） 大阪学院大学15号館

12月24日(日) 谷　周樹 32024 入試数学のファンダメンタルズ－複素数の融合力、底力－ 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

12月28日(木) 安田　亨 32028 数学Ⅱの微分法と積分法 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

1月21日(日) 小山　功 32061 京大数学を題材とした数学研究 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

2月4日(日) 浅井　さやか 32084 伸ばす立場・育てる視点⑦－複素数コンプレックス－ 駿台 大阪南校

2月11日(日) 永島　豪 32091 「高校数学」の効果的指導（整数・確率編）－自信を持って授業ができるために－ 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

2月12日(月) 清　史弘 32092 高校数学探究－高校数学が本当に好きな人のために－ 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

2月4日(日)
松本　孝子
前田　春彦

33084 2017京大国語 Part 2　＜古文：午前4コマ＋現代文：午後4コマ＞ 駿台 大阪南校

2月12日(月) 霜　栄 33092 『実用国語／文学国語』のススメ－新共通テストの時代へ－ 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

12月17日(日) 霜　栄 33117 センター現代文完答への解答力－新共通テストを睨んで－ 大阪学院大学15号館

12月23日(土) 小泉　徹 33123 徹底解析　2017　現代文入試問題を解く Part 2 大阪学院大学15号館

1月21日(日) 橋立　誉史 33161 アクティブ・ラーニングで伸ばす現代文入試指導の実践 駿台 大阪南校

2月4日(日) 松本　孝子 33184 2017京大国語 Part 2（現代文）　＜午後4コマ＞ 駿台 大阪南校

2月18日(日) 松本　孝子 33198 さて、現代文の勉強を始めよう－新・現代文への誘い　１－ 駿台 大阪南校

12月28日(木) 池上　誠司 33228 古典文法の指導例 Part 2－敬語を中心として－ 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

1月7日(日) 塩沢　一平 33247 今すぐできる主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）－教科書から入試指導まで－（古文） 教育研究所関西事務所

2月4日(日) 前田　春彦 33284 2017京大国語 Part 2（古文）　＜午前4コマ＞ 駿台 大阪南校

2月11日(日) 渡辺　剛啓 33291 入試問題から考える古文の指導法 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

漢文 1月28日(日) 宮下　典男 33368 漢文学習の死角－気づかない学習ポイント　文法篇－ 駿台 大阪南校

物理 2月12日(月) 松井　康人 34192 生徒が苦手とする物理問題の研究 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

12月29日(金) 石川　正明 34229 化学教え方シリーズ－構造の理論①原子、結合－ 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

12月30日(土) 石川　正明 34230 化学教え方シリーズ－構造の理論②結晶構造、分子構造－ 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

1月7日(日) 石川　正明 34247 東大・京大の化学問題の研究シリーズ⑤－熱化学－ 駿台 京都駅前校

1月8日(月) 佐野　芳史 34348 扱いにくい分野・内容をどう教えるか－免疫・遺伝子とゲノム－ 駿台 京都駅前校

2月18日(日) 朝霞　靖俊 34398 実戦・生物入試研究－“キジュツ地獄”からの脱却－ 駿台 大阪南校

12月3日(日) 鈴木　和裕 35103 満点をめざすセンター日本史Bの攻略ファイナル！ 教育研究所関西事務所

1月7日(日) 鈴木　和裕 35147 論述問題から学ぶ日本史－近現代の社会経済　後編－ 駿台 京都駅前校

2月18日(日) 塚原　哲也 35198 日本史の研究－荘園制の形成をどう教えるか－ 駿台 大阪南校

12月17日(日) 林　秀範 35217 古代・中世の地中海世界－諸文明の交流と対立－ 大阪学院大学15号館

2月12日(月) 鵜飼　恵太 35292 経済史・社会史から見る中国前近代（隋・唐〜清） 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

地理 1月21日(日) 森　雄介 35361 センター地理・指導研究－「気候」「地域調査」「農業」－ 駿台 大阪南校

政経・現社 12月24日(日) 大野　貴広 35424 21世紀のニュース・諸事象を題材にした授業の構築例 大阪医科大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ

小論文 1月28日(日) 小泉　徹 36068 現役生のための実戦的な小論文指導法 教育研究所関西事務所

12月29日(金) 石原　賢一 39129 進学指導力・授業力グレードアップレクチャー　＜午前3コマ＞ 教育研究所関西事務所

12月29日(金) 石原　賢一 39130 大学入試改革に向けて－過去と現在を知り、未来に生かす－　＜午後3コマ＞ 教育研究所関西事務所

※1 駿台国際教育センターの講師による講座です　　※2 駿台電子情報&ビジネスの講師による講座です　　★ 駿台職員による講座です

古文

化学

生物

日本史

世界史

特別講座

英語

数学

国語

現代文関西
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【受講料 （1 講座あたり） 】 

◆ 6 コマ講座 （50 分×6 コマ） 受講料 

対象 受講料 

団体申込 同一高校より 2 名以上参加 19,000 円 

個人申込 
過去に参加 19,000 円 

はじめての参加 21,000 円 

 

◆ 次の講座は下記の受講料となります （団体申込・個人申込同一料金） 

科目 講座 コマ数 受講料 

英語 

ゼロから始めるスピーキング授業 3 コマ 10,500 円 

アメリカ英語の発音でリスニングとスピーキングの融合 4 コマ 13,000 円 

英語 4 技能試験の比較と対策法 ★ 6 コマ 12,000 円 

国語 2017 京大国語 Part 2 8 コマ 24,000 円 

現代文 2017 京大国語 Part 2（現代文） 
各 4 コマ 各 13,000 円 

古文 東大古典（古文） / 早大古典対策の指導（古文） / 2017 京大国語（古文） 

  古典 東大古典 / 早大古典対策の指導 各 8 コマ 各 24,000 円 

漢文 東大古典（漢文） / 早大古典対策の指導（漢文）  各 4 コマ 各 13,000 円 

科目横断 
理数探究③－数学と物理のアンサンブル－ 

各 3 コマ 各 10,500 円 
理数探究④－大ざっぱに捉える－ 

特別講座 

さまざまな教科で役に立つ！「ロボットプログラミング」 ※2 6 コマ 36,000 円 ● 

進学指導力・授業力 グレードアップレクチャー ★ 
各 3 コマ 各 6,000 円 

大学入試改革に向けて－過去と現在を知り、未来に生かす－ ★ 

  ●「さまざまな教科で役に立つ！『ロボットプログラミング』」の受講料には、ロボット・教本代金 17,000 円を含みます。 

  ★ 駿台職員による講座です。 

個人申込で初めてご参加いただく先生が 2 講座以上 

お申込みの場合、2 講座目からは 19,000 円（1 講座 

につき）となります。 

4 / 4 ページ


	2017冬期



