
2018/2019 冬期教育研究セミナー　講座一覧
◎デジタルパンフレットは9月27日（木）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2日（火）発送予定です。

地区 科目 実施日  講師 講座コード 講座名 実施会場

11月23日(金)  竹岡　広信 11001 英文解釈の指導－２０１８年の入試問題を解く！－ お茶の水校

11月25日(日)  秋澤　秀司 11000
＜無料体験セミナー＞英文読解への多面的アプローチ

－精読・速読・パラグラフ構造の分析まで－　＜午前2コマ＞
お茶の水校

12月2日(日)  大島　保彦 11002 深い学びを進めるために（英語を少しきっかけに） お茶の水校

12月16日(日)
 斎藤　資晴

 増田　悟
11016 共通テストと英語外部試験に向けて－現状分析と対策－ お茶の水校

12月23日(日)  増田　悟 11023 ２０１８年度東大入試英語－東大が要求する学力を考える－ お茶の水校

1月4日(金)  坂井　孝好 11044 総合的学力アップを目指すGMARCH入試対策－変貌する入試に挑む－ お茶の水校

1月13日(日)  秋澤　秀司 11053
英文読解への多面的アプローチ

－精読・速読・パラグラフ構造の分析まで－
お茶の水校

1月13日(日)  竹岡　広信 11052 東京大学の小説を精読する お茶の水校

1月14日(月)  鈴木　海太 11054 入試問題研究（英語）－中級から上級へのステップ（その３）－ お茶の水校

1月27日(日)  馬場　純平 11067 偏差値１０点ＵＰ！を達成する指導法 大正大学(西巣鴨)

2月10日(日)  佐山　竹彦 11090 スピーキング授業研究　＜午前3コマ＞ お茶の水校

2月11日(月)  馬場　純平 11091 長文指導のプロになる・２０１８ 池袋校

2月17日(日)  竹岡　広信 11097 東京大学の小説を精読する 市谷校舎

2月24日(日)  竹岡　広信 11099
自由英作文・英作文の指導

－自由英作文の体系的指導と２０１８年の入試問題を解く！－
池袋校

12月24日(月)
 菅谷　孝義

※1
11124 トレーニングを重視したListeningの指導Vol.３ お茶の水校

1月6日(日) ※2 11246 英語４技能試験の比較と対策法 大正大学(西巣鴨)

12月2日(日)  雲　幸一郎 12002 高校数学のかんどころ③ お茶の水校

12月2日(日)  雲　孝夫 12003 東大数学－2018年度入試問題研究－ お茶の水校

12月9日(日)  清　史弘 12009 高校数学指導標準 お茶の水校

12月16日(日)  清　史弘 12016 高校数学の今後のために 大正大学(西巣鴨)

12月23日(日)  谷　周樹 12023 共通テストへの展望－２回目の試行調査を踏まえて－ 市谷校舎

12月28日(金)  小島　敏久 12028 闘う３０題　’１８入試数学ベストセレクション（その２） 大正大学(西巣鴨)

12月29日(土)  小島　敏久 12029 数学研究講座　第４３章　数列でＧＯ！（その３） お茶の水校

12月30日(日)  小島　敏久 12030 闘う３０題　’１８入試数学ベストセレクション（その２） お茶の水校

1月5日(土)  浅井　さやか 12045 伸ばす立場・育てる視点⑩－数列から一般化に親しむ－ お茶の水校

1月6日(日)  石川　博也 12046 有名問題の系譜（その３） お茶の水校

1月14日(月)  安田　亨 12054 新時代のベクトル教育 お茶の水校

東京

英語

数学

10月15日(月) 

 受付開始 
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地区 科目 実施日   講師 講座コード 講座名 実施会場

1月27日(日)  清　史弘 12067 高校数学を楽しむ－数学の楽園－（Part 3） 大正大学(西巣鴨)

2月3日(日)  石川　博也 12083 大学数学への架橋＜ロッルの定理前夜＞ お茶の水校

2月10日(日)  小番　潤 12090 教えにくい部分の集中講義－数ⅠＡ １０年分まとめ最終版－ 池袋校

2月24日(日)  永島　豪 12099
「高校数学」の効果的指導（ベクトル）

－自信を持って授業ができるために－
お茶の水校

12月2日(日)  霜　栄 13102 現代文「読み方」レボリューション（基礎編） お茶の水校

12月8日(土)  多田　圭太朗 13108 東大現代文へのアプローチ お茶の水校

12月16日(日)  霜　栄 13116 現代文「読み方」レボリューション（応用編） 大正大学(西巣鴨)

12月25日(火)  霜　栄 13125 現代文「読み方」レボリューション（応用編） お茶の水校

12月27日(木)  清水　正史 13127 早大現代文研究 お茶の水校

1月6日(日)  多田　圭太朗 13146 入試直前　難関国公立大　現代文設問別総整理 大正大学(西巣鴨)

2月10日(日)  霜　栄 13190 「共通テスト」現代文指導へ向けての道と道草 市谷校舎

2月17日(日)  松本　孝子 13197 さあ、解法を確認し、使ってみよう－新・現代文への誘い　４　完結－ お茶の水校

12月16日(日)  田畑　千恵子 13216 早大古典対策の指導（古文）　＜午後4コマ＞ 大正大学(西巣鴨)

12月23日(日)  上野　一孝 13223 東大古典（古文）－採点基準を想定しつつ－　＜午前4コマ＞ お茶の水校

12月26日(水)  関谷　浩 13226 『る・らる、す・さす』に関すること お茶の水校

1月4日(金)  下司　賢治 13244 センター古文直前対策の指導 お茶の水校

1月6日(日)  塩沢　一平 13246 新共通テスト入門Ⅰ（教科書とアクティブ・ラーニング）（古文） お茶の水校

1月13日(日)  松井　誠 13253 和歌に関わる入試問題の研究 お茶の水校

2月24日(日)  渡辺　剛啓 13299 入試問題から考える古文の指導法　その３ お茶の水校

12月16日(日)
 田畑　千恵子

 三宅　崇広
13300 早大古典対策の指導　＜漢文：午前4コマ＋古文：午後4コマ＞ 大正大学(西巣鴨)

12月23日(日)
 上野　一孝

 三宅　崇広
13301

東大古典

－採点基準を想定しつつ－　＜古文：午前4コマ＋漢文：午後4コマ＞
お茶の水校

12月16日(日)  三宅　崇広 13316 早大古典対策の指導（漢文）　＜午前4コマ＞ 大正大学(西巣鴨)

12月23日(日)  三宅　崇広 13323 東大古典（漢文）－採点基準を想定しつつ－　＜午後4コマ＞ お茶の水校

12月30日(日)  福田　忍 13330 入試漢文の研究－近世の筆記小説－ お茶の水校

2月3日(日)  宮下　典男 13383 漢文学習の死角－知っておくべき学習ポイント　読解篇－ お茶の水校

1月13日(日)  小倉　正舟 14153 物理　最新入試問題研究（冬） お茶の水校

2月10日(日)  笠原　邦彦 14190 入試物理選集－生徒と一緒に学びたい問題－その２ 池袋校

2月11日(月)  小倉　正舟 14191 入試物理考究９－原子物理：典型問題の次（原子編）－ 池袋校

2月24日(日)  笠原　邦彦 14199 物理学の基礎・力学Ⅱ－非慣性系・質点系・剛体－ 池袋校

東京

現代文

古文

古漢

数学

漢文

物理
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地区 科目 実施日   講師 講座コード 講座名 実施会場

12月9日(日)  石川　正明 14209 東大・京大の化学問題の研究シリーズ⑧－定量分析－ 市谷校舎

1月4日(金)  景安　聖士 14244
入試化学のファンダメンタルズ

－天然有機、合成高分子　前半＜糖類、アミノ酸・タンパク質＞－
お茶の水校

1月5日(土)  石川　正明 14245 化学教え方シリーズ－無機化学①酸・塩基・中和反応－ お茶の水校

1月6日(日)  石川　正明 14246 化学教え方シリーズ－無機化学②酸化還元・電気化学－ お茶の水校

1月13日(日)  石川　正明 14253 東大・京大の化学問題の研究シリーズ⑧－定量分析－ お茶の水校

12月9日(日)  佐野　芳史 14309 東大生物研究－東大入試の教え方と使い方－ お茶の水校

12月23日(日)  中島　丈治 14323 生物　教科書理解のためのマーク式問題 市谷校舎

2月24日(日)  朝霞　靖俊 14399
生物★新時代をどう迎えるか

－「新テスト（大学入学共通テスト）試行調査」および「新学習指導要領」の分析－
お茶の水校

歴史

総合
2月24日(日)  渡辺　幹雄 15099

『歴史総合』へのアプローチ・世界近現代史の指導法（２）

－19世紀から第二次世界大戦に至る間の西アジア・南アジア・東南アジア世界を題材として－
市谷校舎

12月9日(日)  塚原　哲也 15109 日本史の研究－昭和戦前・戦中期をどう教えるか－ お茶の水校

12月23日(日)  田部　圭史郎 15123 2018年度　早慶大日本史 お茶の水校

2月3日(日)  塚原　哲也 15183 日本史の研究－昭和戦後期をどう教えるか－ 池袋校

2月17日(日)  鈴木　和裕 15197 論述問題から学ぶ日本史－近代（大正時代以降）から現代の外交編－ 市谷校舎

12月16日(日)  鵜飼　恵太 15216 早慶大世界史の攻略－２０１８年入試の研究と直前期の対策－ 大正大学(西巣鴨)

1月13日(日)  吉屋　大樹 15253 世界史論述の作法－作問の現場から－ お茶の水校

2月3日(日)  渡辺　幹雄 15283 東大・一橋大論述で学ぶ社会経済史－最新の傾向から－ 池袋校

地理 12月23日(日)  阿部　恵伯 15323 東大地理の分析と対策２０１８年版 お茶の水校

地理

総合
1月27日(日)  宇野　仙 15367 初任者セミナー（地理総合）－防災地理編－ 大正大学(西巣鴨)

政経・

現社
1月27日(日)  吉田　和真 15467 「国際経済」の授業例 大正大学(西巣鴨)

倫理 2月11日(月)  村中　和之 15591 近代および現代の政治哲学 お茶の水校

12月2日(日)  奥津　茂樹 16002 小論文入試のダイバーシティ（多様性） 中央大学(後楽園)

12月27日(木)  松井　賢太郎 16027 文系小論文指導法の全体像をつかむ（全３回）①法学系論文 お茶の水校

1月14日(月)  上條　晴史 16054 医系論文－基礎力の育成と向上のための指導法－ お茶の水校

1月19日(土)
 久木田　寛直

※3
19159 さまざまな教科で役に立つ！「ロボットプログラミング」 お茶の水校

2月17日(日)
 久木田　寛直

※3
19197 さまざまな教科で役に立つ！「ロボットプログラミング」 お茶の水校

2月3日(日)
 石原　賢一

※2
19183

大学入試改革に向けて

－過去と現在を知り、未来に生かす－　＜午前3コマ＞
お茶の水校

2月10日(日)  奥津　茂樹 19090 【参加型】ｅポートフォリオを議論する お茶の水校

東京

化学

生物

日本史

世界史

小論文

特別

講座
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地区 科目 実施日   講師 講座コード 講座名 実施会場

英語 1月14日(月)  ※2 21254 英語４技能試験の比較と対策法 横浜校

数学 12月2日(日)  永島　豪 22002
ＩＣＴ機器を活用した授業方法と、生徒が主体的に学べるアプリの練習

－将来の不安を取り除こう－
横浜校

古文 1月13日(日)  塩沢　一平 23253
新共通テスト入門Ⅱ（教科書・頻出問題を使って総合型選抜（ＡＯ）

入試も見据えて）－古文中心の国語－
横浜校

化学 2月11日(月)  景安　聖士 24291
入試化学のファンダメンタルズ

－天然有機、合成高分子　前半＜糖類、アミノ酸・タンパク質＞－
横浜校

特別

講座
2月10日(日)

 石原　賢一

※2
29190

大学入試改革に向けて

－過去と現在を知り、未来に生かす－　＜午前3コマ＞
横浜校

12月23日(日)  馬場　純平 31023 偏差値１０点ＵＰ！を達成する指導法 大阪学院大学15号館

12月28日(金)  竹岡　広信 31028 東京大学の小説を精読する
大阪医科大学

本部キャンパス

12月29日(土)  竹岡　広信 31029
自由英作文・英作文の指導

－自由英作文の体系的指導と２０１８年の入試問題を解く！－

大阪医科大学

本部キャンパス

1月5日(土)  秋澤　秀司 31000
＜無料体験セミナー＞英文読解への多面的アプローチ

－精読・速読・パラグラフ構造の分析まで－　＜午後2コマ＞

教育研究所

関西事務所

2月3日(日)  馬場　純平 31083 長文指導のプロになる・２０１８ 大阪南校

2月17日(日)  秋澤　秀司 31097
英文読解への多面的アプローチ

－精読・速読・パラグラフ構造の分析まで－

大阪医科大学

本部キャンパス

2月24日(日)  沖　良志博 31099
「センター英語」の研究と実践的指導

－A Practical Approach for English Teachers－
大阪校

12月27日(木)  ※2 31227 英語４技能試験の比較と対策法
教育研究所

関西事務所

12月16日(日)  小島　敏久 32016 闘う３０題　’１８入試数学ベストセレクション（その２）
大阪医科大学

本部キャンパス

12月26日(水)  米村　明芳 32026 微積分の攻略－近年の東京阪神大の問題から－ 大阪校

12月27日(木)  谷　周樹 32027 センター試験から共通テストへの展望 大阪校

12月28日(金)  安田　亨 32028 新時代のベクトル教育
大阪医科大学

本部キャンパス

1月13日(日)  清　史弘 32053 高校数学指導標準
大阪医科大学

本部キャンパス

1月14日(月)  清　史弘 32054 高校数学の今後のために
大阪医科大学

本部キャンパス

1月27日(日)  吉田　浩二 32067 入試数学の解法の戦略－点数を１点でも多く－
大阪医科大学

本部キャンパス

2月17日(日)  永島　豪 32097
「高校数学」の効果的指導（ベクトル）

－自信を持って授業ができるために－

大阪医科大学

本部キャンパス

2月24日(日)  浅井　さやか 32099 伸ばす立場・育てる視点⑩－数列から一般化に親しむ－ 大阪校

国語 12月16日(日)
 松本　孝子

 池上　誠司
33000

京大国語－２０１９年度入試に向けて－

＜古文：午前4コマ＋現代文：午後4コマ＞

大阪医科大学

本部キャンパス

12月16日(日)  松本　孝子 33116 京大国語（現代文）－２０１９年度入試に向けて－　＜午後4コマ＞
大阪医科大学

本部キャンパス

1月13日(日)  霜　栄 33153 現代文「読み方」レボリューション（基礎編）
大阪医科大学

本部キャンパス

1月14日(月)  霜　栄 33154 現代文「読み方」レボリューション（応用編）
大阪医科大学

本部キャンパス

1月27日(日)  松本　孝子 33167 さあ、解法を確認し、使ってみよう－新・現代文への誘い　４　完結－
大阪医科大学

本部キャンパス

2月3日(日)  彌榮　浩樹 33183 探究：入試現代文＜小説＞への＜論理的な読解法＞指導 大阪南校

英語

数学

現代文

大阪

横浜
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地区 科目 実施日   講師 講座コード 講座名 実施会場

12月9日(日)  渡辺　剛啓 33209 初任者セミナー（古文）－入試古文・指導のヒント－
教育研究所

関西事務所

12月16日(日)  池上　誠司 33216 京大国語（古文）－２０１９年度入試に向けて－　＜午前4コマ＞
大阪医科大学

本部キャンパス

12月26日(水)  塩沢　一平 33226 新共通テスト入門Ⅰ（教科書とアクティブ・ラーニング）（古文）
教育研究所

関西事務所

2月17日(日)  前田　春彦 33297 白河院説話を読もう
大阪医科大学

本部キャンパス

漢文 1月6日(日)  福田　忍 33346 センター漢文研究 大阪南校

物理 12月16日(日)  三幣　剛史 34116 Δとｄ－微積分を使う物理・使わない物理－
大阪医科大学

本部キャンパス

12月29日(土)  石川　正明 34229 化学教え方シリーズ－無機化学①酸・塩基・中和反応－ 大阪校

12月30日(日)  石川　正明 34230 化学教え方シリーズ－無機化学②酸化還元・電気化学－ 大阪校

1月4日(金)  石川　正明 34244 東大・京大の化学問題の研究シリーズ⑧－定量分析－ 大阪校

1月6日(日)  佐野　芳史 34346
扱いにくい分野・内容をどう教えるか

－遺伝子発現の調節と発生・進化と系統－
大阪南校

1月27日(日)  朝霞　靖俊 34367
生物★新時代をどう迎えるか

－「新テスト(大学入学共通テスト)試行調査」および「新学習指導要領」の分析－

大阪医科大学

本部キャンパス

歴史

総合
2月11日(月)  渡辺　幹雄 35091

『歴史総合』へのアプローチ・世界近現代史の指導法（１）

－19世紀から日中戦争までの東アジア世界を題材として－
大阪校

1月13日(日)  塚原　哲也 35153 日本史の研究－昭和戦前・戦中期をどう教えるか－ 大阪校

1月14日(月)  鈴木　和裕 35154 論述問題から学ぶ日本史－近代（大正時代以降）から現代の外交編－
大阪医科大学

本部キャンパス

2月24日(日)  塚原　哲也 35199 日本史の研究－昭和戦後期をどう教えるか－ 大阪校

12月23日(日)  鎌田　圭司 35223 世界史をどう教えるか－近現代史編（２）－ 大阪学院大学15号館

1月4日(金)  鵜飼　恵太 35244 経済史からアプローチする近現代史 大阪校

地理 2月17日(日)  岡田　了一郎 35397 『開眼』センター地理（真髄）
大阪医科大学

本部キャンパス

2月3日(日)  村中　和之 35583 近代および現代の政治哲学 大阪南校

2月10日(日)  栗栖　大司 35590 ２０１９年センター試験　倫理の徹底分析
大阪医科大学

本部キャンパス

小論文 2月10日(日)  上條　晴史 36090 医系論文－基礎力の育成と向上のための指導法－
大阪医科大学

本部キャンパス

12月28日(金)
 石原　賢一

※2
39128

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＞

大阪医科大学

本部キャンパス

2月11日(月)
 石原　賢一

※2
39191

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 駿台職員による講座です ※3 駿台電子情報&ビジネス専門学校の講師による講座です　

特別

講座

古文

化学

生物

日本史

世界史

倫理

大阪
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【受講料 （1講座あたり） 】 

◆ 6 コマ講座 （50分×6） 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 

 

◆ 以下の講座は右記の受講料となります （団体申込・個人申込同一料金） 

科目 講座名 コマ数 受講料 

英語 
スピーキング授業研究 3 コマ 10,500円 

英語４技能試験の比較と対策法 ※2 6 コマ 12,000円 

国語 

京大国語－２０１９年度入試に向けて－ 
東大古典－採点基準を想定しつつ－ 
早大古典対策の指導 

各 8 コマ 各 24,000円 

京大国語－２０１９年度入試に向けて－（現代文）／（古文） 
東大古典－採点基準を想定しつつ－（古文）／（漢文） 
早大古典対策の指導（古文）／（漢文） 

各 4 コマ 各 13,000円 

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」 6 コマ 36,000円※4 

大学入試改革に向けて－過去と現在を知り、未来に生かす－ ※2 3 コマ 6,000円 

※2 駿台職員による講座です 

  ※4 「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 

 

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。 
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