
 

 

英語 講座案内  難レベル１＞標準レベル 2＞準標準レベル 2＞基礎レベル４ 

講座名 種別 レベル 講師 講座概要 

“解法の適塾” 

『英語長文が 

スラスラ解ける』 

長文 レベル２ 湯川 今年度の入試問題ほど英文読解や英作文で出題される分野が

事前にわかる年度はありません。つまり、それは「感染症」、特

に「COVID-19」です。この問題は既に一昨年度から慶應、昭

和、防医、国医、北里などで、英文読解や英作文のテーマとさ

れただけでなく、小論文のテーマや面接での話題として取り上

げられてきました。しかし、諸君はこの問題についての知識が

どれほどあるでしょうか? その不安を払拭すべく、本講座は、

「COVID-19」だけでなく「SARS」、「ジカ熱」、「エボラ出血熱」

など他の感染症に関する問題と、「ワクチン」、「集団免疫」、「反

ワクチン運動」など治療策に関わる問題を扱います。本講座は

今年度の入試英語に対する最も効果的なワクチンとなるもの

です。 

 

ルール 

－読解プロセスの伝授－ 

長文 レベル４ 石丸 英文の基本構造の仕組みを理解するための秘訣を伝授。この秘

訣に従って、筋道を立てて順序正しく英文をたどっていけば、

ちょっと長い英文に出会っても、きっと理解できるはずです。

知っている単語と単語をつなぎ合わせて、でっち上げの解釈を

してきた自分にサヨウナラをしたい君たちへの講座。『朝、目覚

めたら、英語の偏差値が○○であった』 

 

英語長文 

ドラゴンゲート 

－闘龍門－ 

長文 レベル３ 鈴木 英語長文の全容を解明！これが解法の王道！良質な長文問

題を用いて、さまざまな形式の問題を理論的に、論理的に内容

を把握し、正答へのプロセスを確認するとともに、長文を読む

上で必要な思考力や判断力も育成して、得点力を一気に昇竜の

如く UP させます。医大でよく出される出題形式を使って，入

試で点を取るためには、何に注意すればいいのか、どのように

読めばよいのかを丁寧に指導します。読める感覚を身に付け，

標準レベルへの到達を目指し、苦手意識を払拭します。  

 

英語長文の実戦的な 

読解力を養成します 

－秘密特訓－ 

長文 レベル２ 石丸 英文の基本構造と修飾構造の仕組みを理解するための秘訣

を伝授。秘訣に従って、筋道を立てて、順序正しく英文をたど

っていけば、ちょっと長い複雑な英文に出会っても、きっと理

解できるはずです。知っている単語と単語をつなぎ合わせて、

でっち上げの解釈をしてきた自分にサヨウナラをしたい君た

ちへの講座。 

英語長文 

PROFESSIONAL  

－国公立から慈恵までｰ 

長文 レベル１ 齋藤 長文の重要ポイントの掌握ができておらず、不安感を抱いてい

る人，難関医大問対策に重点をおいて総復習したい本科生に最

適。大きな得点差をもたらす，難しめの問題がよく出されるテ

ーマを主に扱い，難問や目新しい視点から長文の完全征服をめ

ざす。 

 文法構文 

 サクセスゲート 

文法 

構文 

英作文 

語彙 

レベル４ 前原 基礎事項を整理しながら、文法・語法の知識の増強し、スピ

ーディに解く力を養成します。文法の復習をしようかなと思っ

ているなら、迷わずお任せ下さい。本講座で身につけた正確な

文法力は、のちのち英文読解や英作文や整序問題でも大きな力

を発揮します。秋からあせらないためにも、夏にある程度やり

こみましょう。これぞ苦手克服講座です。 



 

 

英文法・構文 

効果的な学習フロー 

文法 

構文 

英作文 

語彙 

レベル３ 高橋 確実に文法が解ける！実戦で勝てるテクを伝授します！ 

①テキストは、和訳・四択・並べ替え、正誤、語彙・英作文な

ど良質問題をセレクト②講義では、わかりやすい解説で、さら

なるボトムアップを目指し、フィーリング依存を捨て、使える

知識を身につけさせます。③結果、文法力をゆるぎないものに

する。入試に必要とされる文法力は，単に規則を知っていれば

よいというものではありません。複雑な構造を見抜き，限られ

た時間内に知識を駆使して正解を導き出す必要があります。 

文法構文 

攻略マニュアル 

 

文法 

構文 

英作文 

語彙 

レベル３ 鈴木 医学部入試の中で精選された『役に立つ』問題を使って、丁

寧にポイントを教授します。当日は、空所、正誤問題、並べ替

えなど、客観問題から構文・構造把握（和訳、英訳）を用いて

重要構文を総点検！「英語力」とは欠けているものを認めて、

素直に学ぶことから身に付く。「欠けている」からこそ「学ぶエ

ネルギー」が生まれる。 

 

文法構文 

ヒローズ・オブ 

ディスティニー 

【仏（ほとけ）コース】 

【鬼（おに）コース】 

文法 

構文 

英作文 

語彙 

(鬼) 

と 

(仏) 

石丸 多岐にわたる文法項目について総確認かつ肉づけを行う。英文

法は、無味乾燥な暗記作業だという印象を持っている諸君に、

理解することで定着しやすく、応用のきく知識を伝授しよう。

一緒に勉強できるのは、運命の力である。しかし、合格するの

は信念の力である。さらに合格すれば、あなたは英雄である。

私はそんな結末を望んでいる。 

文法構文 

PROFESSIONAL 

－極め解きｰ 

文法 

構文 

英作文 

語彙 

レベル１ 岩井 医学部で出題される最高レベルの問題を取り扱い、語法問題

攻略の知識と文法・語法問題，語順整序，条件英作文，会話文

問題で高得点を奪取するためのノウハウを指導する。今ある知

識を医学部入試にリンクさせ、特に整序・正誤問題・英作文や

簡単な構文まで体系的に総整理を実施するレベルは、完答のた

めの英文法といってもよい。良質な文法問題を解くことによ

り，正確に解答する力を養っていく。 

 

大学別対策講座 

『北里英語の 

マーク対策を始めよう』 

 

医学部入試研究 鈴木 北里も杏林もどちらも手ごわいマーク式の医大です。両大学に

共通するのはマークであること、読解が主であること、量が多

いこと、速読のテクが必要なこと、英語の配点が高いことなど

ですが…どれをとっても即モノにできない学力です。講座では

入試問題を用いて、長文・文法など総合的に学習していきます。

また基本から学びなおして入試で役立てたいと思う受験生に

も歓迎です。 

＊長文のみ当日演習としますので、予習の負担はありません。 

大学別対策講座 

『帝京英語をゼロ(いち) 

からわかりやすく』 

『聖マリ英語 

基礎確認から解法まで』 

医学部入試研究 小山 英語ができない！できるようにならない！と嘆くことなか

れ！あのトランプ前大統領でさえ、文法力は小学校 5 年生レベ

ル、構文力は 6 年生並みだという。さらに比喩を多用した支離

滅裂なスピアーチで翻訳者泣かせと言われているのです。閑話

休題、本講座では聖マリ・帝京大学医学部の頻出問題を演習し、

十分な解説により必須事項の定着を目指します。基礎文法力の

不安を一掃し、文構造把握力を強化することによって、長文へ

の実践力を養いたいと思います。 

＊長文のみ当日演習としますので、予習の負担はありません。 

大学別対策講座 

『杏林英語の 

マーク対策を始めよう』 

 

医学部入試研究 鈴木 杏林大学医学部入試を突破するには、語彙・語法・、文法はも

とよりスピードのある精読力・設問の解答力を磨かなければな

ります。当日は、杏林でよく出される出題形式を使って，入試

で点を取るためには、何に注意すればいいのか、どのように読

めばよいのかをコツを伝授します。読める感覚を身に付け，標

準レベルへの到達を目指し、苦手意識を払拭します。 

＊英語が総合的に向上するよう、ゆっくり丁寧に進めます。 



 

 

大学別対策講座 

『東医英語  

解析と得点力アップの秘訣』 

⇒8/8 と 8/9 

『昭和英語 

合格への受験対策』 

⇒8/10 と 8/11 

医学部入試研究 湯川 ＊本講座は大学別に 2日間づつ受講することが可能です 

昭和大では 2020 年度以降は、それまでの発音・アクセント、

整序英作、文法の正誤判定、会話文はすべてなくなり、語彙・

文法問題以外は読解問題が 2 題出されるのみとなりました。そ

して、読解問題には記述が多く採り入れられることになりまし

た。この様な傾向は東京医科大も同じです。2020 年度以降に、

読解問題に記述が加えられました。そうであればこそ、両大学

は記述問題への対策が必要です。他方で、両大学とも、読解文

の主題は「コロナ禍」「心身医学」「臓器移植」など、医療系に

特化した内容が多く出されます。改めて言うまでもなく、これ

らの領域は背景知識が読解文の理解に欠かせません。さあ、あ

なたも本講座の伝統を引き継いで、来年度の合格者にその名を

連ねましょう!受講生の皆さんは東医対策と昭和対策の両方を

学ぶ 4日間の『フル受講』か、東医・昭和のいずれか一方だけ

受講する 2日間の『ハーフ受講』かをセレクトいただけます。 

大学別対策講座 

『東邦英語で 

今からやるべきこと』 

⇒8/3 と 8/4 

『日医英語 

入試までにやるべきこと』 

⇒8/5 と 8/6 

医学部入試研究 岩井 本講座では、名門である日本医科大と東邦大の傾向を余すと

ころなく追究・分析したテキストを用意しました。授業でも、

市販の問題集を自分で説くだけでは習得できない両大学に特

有な出題傾向とその対策を詳細に説明します。 

東邦の英語は難しいの？日医のボーダーはどのくらい？そん

な素朴な不安を全て解消します。 

＊長文のみ当日演習としますので、予習の負担はありません。 

受講生の皆さんは、東邦と日医の両方を学ぶ 4日間の『フル受

講』か、東邦・日医のいずれか一方だけ受講する 2日間の『ハ

ーフ受講』かをセレクトいただけます。 

大学別対策講座 

『国際医療の英語で 

高得点を取るために…』 

実戦講座』 

⇒7/29 と 7/30 

『順天堂英語の 

完全攻略』 

⇒7/31 と 8/1 

医学部入試研究 佐藤 両大学とも全問マークシート形式で出題されますので、短時間

に効果的に解くことが求められます。まず読解問題に対応する

ために、一定の長さと内容的にまとまりのある英文を用いた長

文総合問題を中心に扱います。また文法、熟語、口語の知識も

毎講で確認し、入試に必要な知識を増強し、実践的な英語力を

養っていきます。さらに順天堂大学では英作文の添削指導が欠

かせません。しっかり対策します。 

受講生の皆さんは、国際と順天堂の両方を学ぶ 4 日間の『フル

受講』か、国際・順天のいずれか一方だけ受講する 2日間の『ハ

ーフ受講』かをセレクトいただけます。 

これより先は、実戦ブロックとなります。今までの知識を活用して実戦模試にトライ！ 

夏期 PREMIER講座 

『医学部入試英語の 

ソックリ模試 2022』 

－夏の最後なので、あらゆる問

題形式に対応できるオールラ

ウンドな英語力を完成させま

す－ 

実戦プレテストでは、各大学のレベルを把握し、随時、問題の特性とその対策を提示しながら

実戦力(アウトプット)を強化します。 

 医大名 概要 

１日目 国公立(記述中心) 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

東邦大学医学部 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

杏林大学医学部 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

２日目 慶応医 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

東京医科大学 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

北里大学医学部 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

３日目 東京慈恵会医科大学 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

順天堂大学医学部 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

聖マリアンア医科大学 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

４日目 日本医科大学 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

昭和大学医学部 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

帝京大学医学部 傾向と対策/オリジナル予想問題編 

 

 

 


