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英語 講座案内

講座名

“解法の適塾”

種別
長文

レベル

講座概要

標準

「英文を読み」
「設問を解く」にはそれぞれ独自な方法があります。これまで前期の
テキストでは特に「読む」ことに重点を置いて来ました。これに対し, 本講座はより

『英語長文が

実戦的に「設問の解法」に特化します。空所補充・内容一致・下線部和訳・下線部説

スラスラ解ける』

明など, 客観問題と記述問題の双方にまたがって,解答力を鍛える授業を行います。
したがって, 授業は「演習形式」を中心に行います。制限時間内に問題を解き, 解答
を回収して, 採点・添削します。これによって確実な実戦的対応力が身に付きます。

ルール

長文

基礎

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

－読解プロセスの伝授－

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、英語の順
位が○○であった』
＊テキストは予習問題と当日実施問題とに分けて作成。

英語長文

長文

ドラゴンゲート

－闘龍門－

基礎

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

から

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

準標準

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 させる。
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。長文はコツが抑えられ
れば，繰り返し練習するだけで、飛躍的に伸びます！＊テキストは予習問題と当日実
施問題とに分けて作成。

英語長文の実戦的な

長文

標準

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

読解力を養成します

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

－秘密特訓－
英語長文

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。

長文

発展

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

－極め解きｰ

サクセスゲート

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

PROFESSIONAL

文法構文

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、

めざす。

文法

基礎

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。前期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

構文

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
英作文

力を発揮します。後期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。

語彙

文法構文
攻略マニュアル

文法

準標準

医学部入試において『最低限の文法』の知識をわかりやすく、丁寧にレッスンし
ます。（つまり、これだけは身につけておかなければ、戦いにもならない）当日は、

構文

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
英作文

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

語彙

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

文法

基礎

ヒローズ・オブ

構文

標準

ディスティニー
【基礎・仏コース】
【標準・鬼コース】

英作文

前期の授業で修得した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。

語彙

文法構文

文法

PROFESSIONAL

構文

－極め解きｰ

英作文

大学別対策講座

発展

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

語彙

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。

医学部入試研究

聖マリは、全体として英語は受験生のみなさんが考えるより難しい。また，できた
と感じているほどには点数がとれていないことが多い。理由は，記述が多く、出題

『聖マリアンナ医科大学

も細部に片寄っているからである。
（例えば文法はやさしいが単語の問題は難しい）

英語を始めよう』

きちんと対策して臨まない限り、理数ができても合格は難しい。
＊長文のみ予習の必要はありません。

2019 年は 4 名が進学したよ！
2020 年は 5 名が進学したぞ！

大学別対策講座

医学部入試研究

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

『北里英語の

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

マーク対策を始めよう』

なおして入試で役立てたいと思う本科生にも歓迎です。
2020 年は、

＊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。

北里に 6 名が進学！

大学別対策講座

医学部入試研究

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

『帝京英語をゼロ(いち)

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

からわかりやすく』

休題、本講座では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

2020 年は、

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

帝京に 6 名が進学！

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

医学部入試研究

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

『杏林英語の

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

マーク対策を始めよう』

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
杏林に二次合格多数！

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

医学部入試研究

昭和大と東邦大の傾向を余すところなく分析したテキストを使用します。特に総合

『昭和の英語対策

問題を特徴とする昭和大学に関しては、Ⅰ期だけではなくⅡ期にも及ぶ特有な出題
形式とその解法を学びます。また臨床医学系の読解力が試される東邦大学はマーク

を始めよう』

シート型選択問題の解法を習得します。この授業によって、昭和と東邦合格への道

⇒8/4(火)と 8/5(水)

が開けます！

『東邦の英語対策

受験生の皆さんは、昭和対策と東邦対策の両方を学ぶ 4 日間の
『フル受講』か、昭和・東邦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

を始めよう』

いただけます。

⇒8/6(木)と 8/7(金)

大学別対策講座
『慈恵の英語対策を
始めよう』
⇒8/4(火)と 8/5(水)

『日医の英語対策を
始めよう』
⇒8/6(木)と 8/7(金)

＊本講座は大学別に 2 日間づつ受講することが可能です

医学部入試研究

慈恵医大は、１８年度入試より出題形式が一新。様々な話題の短めの長文，英作文，
発音・アクセント問題，細かい文法問題，会話文などが出題されています。他大学と
は異なる特徴的な出題が多いため，過去問の研究が必要不可欠です。日医は長文主
体（医療系や社会や教育系のものなど）の出題が続いている。極端な難問は出題さ
れないが，受験者のレベルが高いので，読解で高得点は外せない。当日は過去問と
オリジナルの予想問題の両方から合格可能性を探っていきます。
受験生の皆さんは、慈恵対策と日医対策の両方を学ぶ 4 日間の
『フル受講』か、慈恵・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

医学部入試研究

ウインダムが抜群の合格率を誇る東医・日大の講座です。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。本講座

『東医の英語対策

では、これに対処するために選択問題、特に読解の内容一致問題の選択肢の判定技
術を習得します。さあ、あなたもウインダムの伝統を引き継いで、来年度の合格者

を始めよう)』

にその名を連ねましょう!

⇒8/9(日)と 8/10(月)

受験生の皆さんは、日大対策と東医対策の両方を学ぶ 4 日間の

『日大の英語対策を

『フル受講』か、日大・東医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。

始めよう』
⇒8/11(火)と 8/12(水)

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 2020』

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

国公立(和訳・英作中心)

傾向と対策/オリジナル予想問題編

－夏の最後なので、あらゆ

東邦大学医学部

傾向と対策/オリジナル予想問題編

る問 題形 式に 対 応で きる

杏林大学医学部

傾向と対策/オリジナル予想問題編

国公立(和訳・英作中心)

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

慈恵医科大学

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

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

日本医科大学

傾向と対策/オリジナル予想問題編

日本大学医学部

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

オー ルラ ウン ド な英 語力

１日目

２日目

を完成させます－
３日目

４日目

