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     令和元年度  第１２回 

 

  

本年度夏期合宿テーマ 

「感謝」 
 

 

 
 

  ●日程 ８／９（金）～１２（月） 

   ３泊４日の日程です。 

  ●費用      ４３，２００円（税抜）  ４６，６５６円（税込） 

   宿泊費・食費・交通費・授業料・教材費・保険料 すべて込み 

   ※早割でない場合は、５４，０００円（税抜） ５８３２０円（税込） 

  ●場所  川上郷自然の村 

   〒３８４－１４０６ 

     長野県南佐久郡川上村大字原５９１番 362 

    ＴＥＬ ０２６７（９７）３２０６       
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いちゼミ夏合宿の特徴 

【特徴１】 充実の１２５コマ ラインナップ 
３泊４日の夏期合 宿。キミたち中学３年生のために用意された授業は、全１２５コマ。 

         夏期講習は、高校入試に向けて必要なものを、全体の流れとして、準備している講座です。 

         夏期合宿は、１つ１つの講座に意味があり、キミが苦手なところ、覚えていないところ、いつも間違え  

         てしまうところ、自分では克服できないところ、を掘り下げて勉強するチャンスです。 

         各教科の先生たちが、いつもキミたちのことを指導している中で、また、例年の受験生の指導の中で 

         これはやっておくべき！と厳選に厳選を重ねた授業ばかり。どうぞお楽しみに！ 

【特徴２】 キミだけのオリジナルプログラム作成できる 
いちゼミの夏期合宿は、すべての授業が「選択制」。毎時間、それぞれの教室で、英語・数学・国語・理科・ 

社会の各授業が行われていて、キミはどの授業でも自由に選ぶことができる！というワケ。たとえば、７時 

からは４チャンネルでバラエティ見て、８時からは８チャンネルでドラマ見て、９時からはニュースを見る、 

というように、テレビのチャンネルを選ぶ感覚で、自分に必要なその日のプログラムを作成できます。 

【特徴３】 すべての授業のテキスト もらえます 
「ああ、今日の３時間目、英語の不定詞と、数学のグラフ、どっちに出ようかなぁ」 

そういう悩みって、当然あります、テレビの場合は、最近は録画してあとでまとめて見る、なんてこと 

もできますね。いちゼミの夏期合宿は、録画はありませんが、そういうみなさんのために、ナント！ 

自分が出る授業も、出ない授業も、とにかく「すべての授業のテキスト」がもらえるんです。 

スゴイですよね。そして、夏期合宿終わってからでも、自分で問題を解いて、先生に渡せば、マルつけ 

をして返却してくれるという特典つき！さらに、事前の予備調査で人気が高くなりそうな授業については、 

合宿期間中にあらかじめ「再放送」を用意するという準備のよさ。それもすべて、キミたちに充実した夏期 

合宿を過ごしてほしい！という先生たちの熱い思いのあらわれなのです。 

【特徴４】 みんなで巻き起こす上昇気流！ 
「合宿で一緒に勉強するって、ふつうダレるんじゃない？」「遊んじゃって勉強にならないでしょ？」 

まあ、そう思う人はいるかもしれません。しかぁーし、他の塾の合宿は見たことないからわからない 

ですが、いちゼミの合宿については、そんなことは決してありません。 

「アイツもがんばってるから、オレもやらなくちゃ」「ココは絶対克服したいとこだから、私、理科行くね」 

「先生たち、ホント超カッコいいんだけど。なんであんな一生懸命やってくれるの？」 

「ねえ。ちょっとウチら、離れて座った方がよくない？」などなど、出てくる出てくる・・・ 

合宿中に、様々な化学反応が起こって、みんなの気持ちに変化が現れます。「一体感」というヨコのつながり 

というよりは、みんなでグルグル回ってブワーンと上昇気流を巻き起こす感覚。これをぜひ体験してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本年度 夏期合宿テーマ 「感謝」  ２０１９年度 合宿長 前田 未来路 

いち        いちゼミでの高校受験・大学受験を通して、私自身が一番感じたこと。 

それは「感謝」の気持ちでした。自分一人で頑張っているように思って 

しまいがちですが、一生懸命、頑張れば頑張るほど、自分のまわりの人 

のあたたかさ、ありがたさに気がつくようになりました。 

自分のチャレンジを信じて応援してくれる親の存在。そして、本気で信 

じて指導してくれるいちゼミの先生たちの存在。まわりの人の支えがあ 

ったからこそ、自分は受験を乗り切ることができたと思います。 

みなさんにも、きっと、この合宿に参加してもらうことで、まわりの人 

への「感謝」の気持ちがきっと、芽生えてくると思います。 
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【特徴６】 夏期合宿は「利益を求めない」値段設定 
夏期合宿 ＜早割＞ ４３，２００円（税抜）  ＜一般＞ ５４，０００円（税込） 

この料金には、宿泊費・食事代・交通費（バス代）・授業料・教材費・施設利用費・保険料・ＢＢＱ・ 

講師人件費（実費）などがすべて含まれています。 

いちゼミ    ３泊４日  ４３，２００円（税抜） 

 某中堅学習塾   ３泊４日  ７１，０００円（税抜） 

 某大手学習塾   ４泊５日  ８５，０００円（税抜） 

 

他の学習塾の夏期合宿との値段の差を、ぜひ比べてみてください。あまりにもかけ離れています（笑）。 

この値段の差は、何を表しているかというと、「利益設定をゼロにしている」ということです。 

夏休み中、夏期講習の授業、中学３年生（都立志望者）は、５教科１５０時間パック をいちゼミの 

標準設定にしています。１～２年生の完全復習から、２学期中間テスト対策まで、夏休み中にやれるこ 

とを全部やりますので、どうしても時間数が多くなり、料金も高額になってしまいます。だからこそ 

夏期合宿は、実際に必要な経費だけのご請求で、利益設定をゼロにして予価を算出しています。 

 

昨年度２０１８年は、参加者がこちらの想定よりも多く、バス２台での大所帯となりました。 

参加人数が多くなると、固定費を人数割することになりますので、参加者お一人あたりの合宿費が 

安くなります。昨年度は、合宿費をお一人につき１０００円ずつ、返金させていただいております。 

【特徴７】 塾生以外も、参加ＯＫ 
いちゼミの夏期合宿は、塾生以外も参加ＯＫ。 

＜早割＞期間で申込みをしてくれた人は、塾生と同様に＜早割＞料金で参加することができます。 

  ２０１７年は、三鷹一中生の女子１名が、外部生として参加してくれました。 

  ２０１８年は、三鷹四中生の男子１名と、三鷹三中生の男女４名が、外部生として参加してくれました。 

  本来ならば、こんな素晴らしい企画は、塾生のためだけにあるべき・・・なんですね。 

  そう思ったので最初の１０年間は、塾生限定！外部生はお断り！と言っていたのですが、 

  １０年続けてみると、まあそんなケチなこと言わないで、もう少し心を広く持った方がいいかもね 

  と先生たちも思うようになってきました。 

  これだけ一生懸命やるんだから、できるだけ多くの子どもたちに「よかった」と言ってもらいたい。 

  そういう気持ちでいっぱいの夏期合宿なんです。だから外部生も参加ＯＫなんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■いちゼミ塾長より 

いちゼミの夏期合宿は、本年で１２回目を迎えます。第 1 回は、 

２泊３日。勉強にあてる時間はとても少なかったですが、合宿を 

通して、塾生のみなさんとの信頼関係が強くなったことにとても 

驚きました。様々な歴史を重ね、干支一回り。毎年こうやって夏 

期合宿を実施できるのも、ひとえに保護者の皆様方が我々の合宿 

の方針に賛同していただけるからこそだと感じています。 

本年度も、我々スタッフ一同を信頼し、お子様をお預かりさせて 

いただいていることへの恩返しとしまして、「感謝」の気持ちを 

込め、我々にできる最高の合宿をお届け致します。 
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【持ち物について】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【持ってくる必要があるもの】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【持ってきても良いもの】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

英和辞書 

必ず１人１つ持って来て下さい。 

電子辞書ＯＫ。 

着替え 類 

下着・Ｔシャツ・ズボン・ジャージなど 

夏場なので多めに。 

筆記用具 類 

シャーペン・消しゴム・色ペンなど 

自分で必要とするもの 

洗面器具 類 

タオル・バスタオル・歯ブラシなど。シャ

ンプー等は備え付けがあるが持ち込み可 

体育館シューズ 

最終日、体育館でレクします。 

 

寝まき 類 

パジャマ・ジャージなど 自分で必要とす

るもの 

 

スマホ・タブレット類 

持ち込みＯＫです。 

ただし、勉強時間中は電源をＯＦＦにする

こと、充電はみんなでゆずりあうこと、を 

必ず守ってください。 

山の上ですが、電波は届きます。 

おかし・おやつ 類 

持ち込みＯＫです。 

お菓子の金額に設定はありません。 

バナナはおやつにはいりません。 

バナナをだいちに与えないでください。 

(バナナパーティをはじめます。) 

基本的に、なくなったらこまるもの、壊れたらこまるもの、は持ち込まないようにして下さい。 

例えば、大切なカード、高価な楽器などがなくなったり、こわれたりした場合など、責任の所在を明らかに 

することができないケースがあります。持ち主本人がきちんと管理できる内容のもの以外は、持ち込みを 

禁止すると同時に、万一の際の責任は負いかねますので、了承下さい 

持ち物の基準は、塾生１人１人の自覚に任せ、大アマ にしてあります。  

今回の合宿は、楽しく勉強をするための合宿です。まずはしっかり勉強することが一番大事なことです。 

きちんと勉強をしてもらう分、その他の部分についてはいろいろめんどうなことを言わないことにしました。 

合宿を成功させ、第一ゼミのよき伝統を継続することができるよう、参加する塾生１人１人の自覚に任せたい 

と思います。 
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２０１９夏合宿 申込用紙（中３） 

《先行予約割引》 ６／１２（水） までにご提出いただきました場合 

□【早割】４３，２００円（税抜）  □【一般】５４，０００円（税抜） 

４６，６５６円（税込）              ５８，３２０円（税込） 

※最少携行人数 ３０名 ３０名に満たない場合、合宿が行われない可能性があります。 

①予価 ４３、２００円（税抜） を６／２７（木）にご指定のお口座よりお引落しさせていただきます。 

②合宿費が予価を上回る金額になった場合でも、差額分をいただきません。 

③合宿費が予価を下回る金額になった場合には、差額分を返金させていただきます。 

④＜早割＞でお申込みの場合には、原則としてキャンセルはできません。（中止の場合は、全額返却します） 

 

●合宿中に、お子様の健康面について、講師陣・スタッフが注意するべき点はありますか。 

必ず飲まなければならないお薬がある場合、食物アレルギーがある場合は、さしつかえない部分で結構ですのでお書き下さい。 

 

 

 

●合宿中に、お子様の生活面について、講師陣・スタッフが注意するべき点はありますか。 

   （例）朝食をたべないので食べさせてほしい 寝起きが悪いのでしっかり起こしてほしい など 

 

 

 

●その他、お子様が今回の合宿に参加される上で、我々スタッフがあらかじめ知っておくべきことや、事前に準備しておくべ

きことがございましたらお書き下さい。 

 

    

 

●お子様の安全面につきましては細心の注意を払います。万が一、病気やケガなどで緊急の連絡が必要な場合のご連絡先をお

願いいたします。 

（昼間）                               （夜間） 

 

 

（昼間）                               （夜間） 

 

 

●今回の合宿に参加をご希望されるにあたり、ご意見・ご要望・ご質問などございましたら、どんなことでもお書き下さい。 

    

 

 

 

 第一ゼミナール  ２０１９年 夏期合宿にお子様が参加されることにつきまして、同意をいただけますか。 

 （    ）同意する  （    ）同意しない 

 

 

 

特にない（   ） 
ある（    ）→ 

 

 ある   → 

（   ） 

特にない 

（      ） 

ある（    ）→ 

 

 ご自宅・お勤め先・携帯・その他 

      （      ） 

生徒氏名 保護者氏名 
印 

 ご自宅・お勤め先・携帯・その他 

      （      ） 

特にない（   ） 

ＦＡＸでお申込みの際は下記をご記入の上、０４２２（２９）８９３１ までお送り下さい 

 

 ご自宅・お勤め先・携帯・その他 

      （      ） 

 ご自宅・お勤め先・携帯・その他 

      （      ） 
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いちゼミ　夏合宿２０１８　時間割案

英語 数学 国語 理科 社会

★ えんどう ★ 塾長 ★ たなやん ★★ ゆうへい ★ なるせ ★ おかもと リーダー

★★ えんどう ★★ ＧＴ ★★ たて/キム ★ ゆうへい ★ おかもと ★ のぶ リーダー

★★ おおつき ★★ 塾長 ★ なるせ ★★ ゆうへい ★ のぶ たてぱん 吉元 たなやん

★ GT ★ 塾長/のぶ ★ たなやん ★★ リーダー ★★ キム おおつき おかもと えんどう

朝学習 ANY 朝学習 朝学習 朝学習 朝学習 朝学習 朝学習 ＡＮＹ

★ えんどう ★ 吉元 ★ たて/のぶ ★★ リーダー ★★～★★★ おかもと ★ なるせ キム たなやん

9:30 9:30

★★ リーダー ★★ 塾長 ★★ なるせ ★★ ゆうへい ★ おおつき ★★ おか/キム のぶ/たて ＧＴ

10:30 10:30

★★ のぶ ★ 吉元 ★ たなやん ★ ゆうへい ★★ おかもと ★★ キム リーダー ＧＴ

11:30 11:30

★★ キム ★～★★ 塾長 ★ なるせ ★★ ゆうへい ★ のぶ/おか ★ おおつき えんどう たなやん

12:30 12:30

★★ リーダー ★★ 吉元 ★★ たな/おお ★★ ゆうへい ★ なるせ ★★ 塾長 のぶ おかもと えんどう

14:20 14:20

★ おおつき ★★～★★★ 塾長/キム ★★ たてぱん ★ ゆうへい ★ なるせ ★★★ おかもと リーダー たなやん ＧＴ

15:20 15:20

15:30
★★★ GT ★★★ 塾長/なる ★★★ たなやん ★★ リーダー ★★～★★★ のぶ ★★～★★★ たてぱん

15:30
えんどう キム ゆうへい

17:00 17:00

★ えんどう ★～★★ たてぱん ★★ たなやん ★★ ゆうへい ★★～★★★ おか/おお ★★ のぶ 吉元 キム 塾長

18:30 18:30

Ｐａの公式言えますか？
圧力の実践問題

血液と消化（1生）

三つの消化酵素言えます
か？？アミラーゼ、ペプ
シン、、、人体系の実践

問題

植物のはたらき（1生）

光合成、蒸散の実験の問
題解けますか？　植物の

はたらき実践問題

英数国再放送 理社再放送

８月９日（第１日） ８月９日（第１日）

資料の処理（復習） 私立高校の国語 飛鳥～平安 英語中世

数ⅠＡ 古文

酸化・還元（2化）

酸化銅・酸化マグネシウムの
それぞれの比、覚えてます

か？

細胞、動物の分類（2生）

細胞の作りや、セキツイ動
物・無セキツイ動物　説明で

きますか？

図形の証明　中級レベル

模試の過去問レベルの問題
で、図形の証明トレーニング

英語

14:30 14:30

英語の基本ルール ２次方程式計算シゴキ 選択肢ボキャブラリ 古代

15:3015:30

英語の基本ルールを確認
しよう。

２学期中間テスト範囲の計算
問題をカンペキに！

都立入試の物語文・説明
文・古文の特殊３問を語
彙を活かした必殺の解き

方を伝授！！

旧石器時代～古墳時代
の確認＆実践問題

飛鳥～平安

飛鳥時代～平安時代の
確認＆実践問題

都立会話文読解①

16:30

都立の会話文読解の出題
形式に慣れておこう。

メジアン・モード・有効数字
解き方覚えてる？

都立の国語とどう違うの？問
題数・記述アリ・語彙問題。
学校によっても形式は様々。
色んな私立独特の問題に触れ

よう。

飛鳥時代～平安時代の
確認＆実践問題 16:30

都立物語文読解① いちゼミスタイル（計算） 書き言葉　入門① 中世

鎌倉時代～室町時代の
確認＆実践問題

英語質量保存（2化）

17:30

物語文読解は７問で２８
点です。設問チェックの
しかたを練習します。

計算問題のミスを減らすため
のいちゼミスタイルを伝授

記述問題・２００字作文
なんて、、そんなあなた
はまず書き言葉の基本を

学ぼう。

鎌倉時代～室町時代の
確認＆実践問題 17:30

質量保存の法則を使った
問題、解けますか？

自由英作文対策《初級》 図形の証明（基礎） 文法の秘伝その① 世界地理①風土 英語 日倫政現社 世界史

18:30

化合・分解（2化）

化学式書けますか？　化
学反応式の係数つけるこ

とできますか？
18:30

英作文、何かを書けば、点に
なる。空欄にしないための書

き出し方を学びます。

合同の証明について
基礎の基礎からやりましょう

私立頻出の識別問題を制
覇する

全世界の地形・
気候・地域統合

7:00

7:30 英単語ｃｈｅｃｋ 計算練習ゼミ 漢字マラソン① 物理系問題 都道府県庁所在地 英単語 古文単語

８月１０日（第２日） ８月１０日（第２日）

8:30 8:30

動詞を正しい形で使おう 連立方程式　計算シゴキ 何となくで解くの卒業法① 資料読み取り(地理） 明治①明治維新 英語 漢文電力・熱量（2物）

現在形過去形ｉｎｇ形。
動詞の形は大事だよね。

絶対に間違えないで確実にと
るための練習をします

古典的名作には、上手なメタ
ファーがたくさん。それを読
み取ることは、そのまま入試
国語の読解力につながる。

夏目漱石編

雨温図・地形図・時差の
演習(都立過去問あり)

明治維新～日清・
日露戦争

Ｗ（ワット）の公式、Ｊ
（ジュール）の公式　を

使った実践問題

リスニング いちゼミスタイル（角度） 説明文との格闘① 日本地理 現代文 数ⅠＡ江戸①幕藩体制前線・気団（２地）

リスニングの心構えやメ
モのとり方を身につけま

しょう。

角度の求め方にも、いちゼミ
スタイルってあるんだぜ

抽象化に気付くと、説明
文には「キーワード」が
あることに気づく。その

発見と利用法。

北海道～沖縄の
農工業・自然環境

大航海時代～江戸初期
の確認＆実践問題

四つの前線説明できます
か？天気の実践問題

都立会話文読解② 表面積と体積　公式ＳＰ 世界地理②産業 疑問文の答え方《中級》 英語 数ⅡＢ都立古文の穴① 植物の分類（1生）

都立物語文読解② 書き言葉　入門② 江戸②中期 江戸①幕藩体制 英語

都立は１問４点。会話文
読解は７問で２８点で

す。

図形の表面積と体積の公式と
その使い方をレクチャー

全世界の産業の特色につ
いてのまとめと確認問題

長文が読み取れても、質
問に答えられなければ点

数にならないぜ。

現代文関数とグラフ

都立入試古文の５問中２問は
実は普通の読解問題。しかも
説明文の時よりもムズイ。
その２問の戦い方を伝授。

音（1物）

被子植物、裸子植物の違
い説明できますか？植物

の実践問題

都立の物語文の読み進め
方を学習します。

書き言葉が正しく書ければ正し
く文も読めるようになる。短文
を書く練習を通して、正しい文

を書けるようにしよう。

三大改革＆元禄・
化政文化

大航海時代～江戸初期
の確認＆実践問題

関数の式の求め方・グラフと
の連動性についての基本講座

音の高さと大きさの説明
できますか？音の実践問

題

入試レベルの総合問題

できるだけ短い時間で高
得点を目指そう。

お　 　 昼　 　 ご　 　 は　 　 ん お　 　 昼　 　 ご　 　 は　 　 ん
13:20 13:20

疑問文の答え方《初級》

得点ＵＰコースＡ 文法の秘伝その② 江戸③幕末 英語 日倫政現社 世界史自由英作文対策《中級》

関数とグラフ　中～上級 明治①明治維新 世界地理③演習

模擬テストでの得点を本当に
アップさせたいと思う人ぜひ

定期試験でも突然出してくる
助動詞の意味の見分け問題

市民革命と開国・
幕府滅亡

私立古文① 英語 漢文 数Ⅲ力と圧力（1物）

不慣れな私立難関校の文
法問題にチャレンジ

私立上位校向のトレーニング
（１）は数量分野中心です！

私立の古文はガチの古文。つま
り訳なし。自分で訳さなければ
ならない。しかし！！恐るるな
かれ、読み方ちゃんとありま

す。

ゴリゴリの知識問題
かため・こいめ・おおめ

２学期中間テストに出る範囲
を９０分コースでじっくりと

小　　休　　憩 小　　休　　憩

ハイレベル文法 上位校対策　数学（１）

上位校の問題は私立も都立
も、どちらもとても抽象度が
高い。普通に読んではチンプ
ンカンプン。説明文やっつけ

ます。

上位校対策　国語（１） 飛鳥～室町演習 ２次方程式　応用シゴキ 英語 現代文 化学

主語・動詞を使った正し
い答えの英文の作り方を

確認します。

関数とグラフの上級編。動く
点や面積の問題をやりますよ

明治維新～日清・
日露戦争

会話表現を覚える ２００字作文① 江戸演習 選択肢研究会 数ⅠＡ 古文 ＡＯ(面接)確率　樹系図で勝負する 地震・地層（1地）

会話で使われる独特な表
現を整理します。

２００字作文には王道が
ある。その王道を学んで
から描く。その王道を身
に付けるための授業。

ゴリゴリの知識問題
かため・こいめ・おおめ

選択肢をどうみるか。その見
方さえわかれば、それだけで
答えが見えてくることもあ
る。選択肢の見方を伝授

確率の基本は樹系図！すべて
の樹系図をマスターしよう

初期微動の速度出せます
か？柱状図解けますか？

地層地震の実践問題
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英語 数学 国語 理科 社会

朝学習 ANY 朝学習 あめ 朝学習 朝学習 朝学習 朝学習 朝学習
ＡＮＹ

★★ キム ★★ たてぱん ★ なるせ ★★ リーダー ★★ おかもと ★ のぶ えん/おお たなやん ゆうへい

9:30 9:30

★ えんどう ★★ 塾長 ★★ たな/のぶ ★★ リーダー ★ キム/おか ★★ GT おおつき たてぱん

10:30 10:30

★★ GT/なる ★★ 塾長 ★ たて/おお ★★ ゆうへい ★ キム のぶ おかもと えんどう

11:30 11:30

★★ GT/おお ★ 塾長 ★ たてぱん ★★ リーダー ★★★ おかもと ★ たなやん キム ゆうへい

12:30 12:30

★ えんどう ★★～★★★ ＧＴ ★★ たて/のぶ ★ リーダー ★ おかもと ★★ 塾長 キム たな/なる

14:20 14:20

★ えんどう ★★ 塾長/おお ★★★ たなやん ★★ ゆうへい ★★★ おか/なる ★★ リーダー ★ キム たてぱん ＧＴ

15:20 15:20

15:30
★★ おおつき ★★～★★★ たてぱん ★★ たな/キム ★★ ゆうへい ★★～★★★ おかもと ★★～★★★ なるせ

15:30
のぶ ＧＴ 塾長

17:00 17:00

★★★ GT/のぶ ★★★ 塾長 ★★ たなやん ★★ リーダー ★★～★★★ おかもと ★ なるせ えんどう たてぱん ゆうへい

18:30 18:30

朝学習 ANY 朝学習 ブイブイ 朝学習 朝学習 朝学習 朝学習 えんどう 朝学習 ＡＮＹ

化学 生物

右ねじ、電磁誘導説明で
きますか？　磁界の実践

問題

岩石・火山（1地）

リカちゃんあせってゲロ
はいた。　岩石火山の確

認問題

反射と反応の違いは？？
神経・器官の実戦問題

神経・器官（2生）

雲のでき方説明できます
か？湿度計算は？飽和水

蒸気量の実践問題

雲のでき方（湿度）（2地）

磁界（2物）

水溶液の性質（1化）

現代文

英数国再放送 理社再放送

８月１１日（第３日）

7:00

7:30 英単語ｃｈｅｃｋ 図形の公式ＡＬＬ 漢字マラソン 化学系問題 地図記号 英単語 古文単語

８月１１日（第３日）

8:30 8:30

疑問文の答え方《中級》 何となくで解くの卒業法② オームの法則（2物） 日本地理 江戸②中期 英語 現代文 化学

長文が読み取れても、質
問に答えられなければ点

数にならないぜ。

名作には素晴らしい表現
がいっぱい。その表現を
読み解き、物語文の読解

を学ぶ。森鴎外編。

直列並列、オームの法則
使えますか？？　電流計

算問題

北海道～沖縄の
農工業・自然環境

三大改革＆元禄・
化政文化

得点ＵＰコースＢ

模擬テストでの得点を本当に
アップさせたいと思う人ぜひ

図や表を読み取る 都立〔２〕式による証明 説明文との格闘② 明治②第一次世界大戦 自由英作文対策《中級》 英語 漢文光（1物）

都立会話文読解③ 都立古文の穴② 昭和①戦前 英語

都立入試では絶対に落と
したくない大問２の対策

都立入試で必ず出る〔２〕

説明文の論の進め方の代表の
一つ、二項対立。二項対立の
文章の読解法をキミに伝授し
よう。赤ペンと青ペンを持っ

てこい。

第一次世界大戦～
大正デモクラシー

できるだけ短い時間で高
得点を目指そう。

日倫政現社 世界史図形の証明　中級レベル

反射屈折、実像虚像。レ
ンズの問題解けますか？

光の実践問題

２８点中２０点は絶対に
取れるはずだぜ！

都立古文の穴の総合編。今ま
で①②を受けてなくても大丈
夫。総合的に穴をつぶしてい

きます。

   世界恐慌～
太平洋戦争終戦

模試の過去問レベルの問題
で、図形の証明トレーニング

濃度の出し方覚えてます
か？水溶液の実践問題

都立物語文読解③ 基本の作図　三種盛り 文法の秘伝その③ 日本地理演習 選択肢ボキャブラリ 現代文 数ⅠＡ気体の性質（1化）

お　 　 昼　 　 ご　 　 は　 　 ん お　 　 昼　 　 ご　 　 は　 　 ん
13:20 13:20

都立の物語文の読み進め
方を学習します。

都立入試の作図、実は基本の
３パターンで書けるのです

実際の入試問題を使って
識別問題の倒し方と学ぶ

入試レベルの総合問題
都立入試の物語文・説明文・
古文の特殊３問を語彙を活か
した必殺の解き方を伝授！！

二酸化炭素ってどう作る
の？気体の性質の実践問

題

同意文完成《中級》

英語 古文

短くて簡単な英文をしっ
かり解釈していこう。

ただ樹系図を書くだけ・・で
なくもう少しツッコんでみる

私立のガチガチの訳無し古文
にぶつかっていく。そして、
倒し方を教えてあげよう。

戦後～冷戦終結
二学期の先取りです

角度の求め方にも、いちゼミ
スタイルってあるんだぜ

超初級短文和訳練習① 確率　ちょっと難しい問題 私立古文② 昭和②戦後 いちゼミスタイル（角度）

リスニング 明治②第一次世界大戦 英語 数ⅡＢ

小　　休　　憩 小　　休　　憩

短くて簡単な英文をしっ
かり解釈していこう。

私立のガチガチの訳無し古文
にぶつかっていく。そして、
倒し方を教えてあげよう。

空間図形の考え方

①空間を平面になおす方法
②ハンデ表で体積比

入試レベルの総合問題
リスニングの心構えやメ
モのとり方を身につけま

しょう。

第一次世界大戦～
大正デモクラシー

超初級短文和訳練習② 上位校対策　国語（２） 世界地理③演習

ＡＯ(面接)

２学期中間テストに出る範囲
を９０分コースでじっくりと

選択肢をどうみるか。その見
方さえわかれば、それだけで
答えが見えてくることもあ
る。選択肢の見方を伝授

ゴリゴリの知識問題
かため・こいめ・おおめ

現代文 数ⅡＢ２次方程式　応用シゴキ 選択肢研究会 近代演習（明治～昭和）

7:00 7:00

私立はもちろん、都立入
試にも必要な知識です。

私立上位校向のトレーニング
（２）は図形分野中心です！

２００字作文の王道を身に付
け、その習得と実践。どんなお
題がこようと、瞬時に王道に当

てはめ、速攻で書く練習。

ゴリゴリの知識問題
かため・こいめ・おおめ

会話で使われる独特な表
現を整理します。

ゴリゴリの知識問題
かため・こいめ・おおめ

長くて難しい英文を根気
強く読むためには？

上位校対策　数学（２） ２００字作文② 近代演習② 会話表現を覚える

江戸演習

英語 化学

漢字マラソン 生物系問題 四大公害 7:30 英単語 古文単語

ハイレベル読解 古文

８月１２日（第４日） ８月１２日（第４日）

8:30 8:30
確認テスト　１教科目 確認テスト　１教科目

7:30

確認テスト　２教科目 確認テスト　２教科目

10:30 英語 数学 国語 理科 社会

9:30
英語 数学 国語 理科 社会

10:30

9:30
英語

英単語ｃｈｅｃｋ プチ得点アップコース
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令和元年度 合宿 行程表（予定） 
 

        （１日目） ８／９（金）   （２日目） ８／１０（土） 
                                             

ＡＭ ６：００ 

                                                

ＡＭ ７：００ 

 

ＡＭ ８：００ 

           集合 ＡＭ８：３０  出発 ＡＭ９：００  

ＡＭ ９：００ 

 

ＡＭ１０：００ 

 

ＡＭ１１：００ 

 

ＰＭ１２：００ 

 

ＰＭ １：００ 

 

ＰＭ ２：００ 

 

ＰＭ ３：００ 

 

ＰＭ ４：００ 

 

ＰＭ ５：００ 

 

ＰＭ ６：００ 

 

ＰＭ ７：００ 

 

ＰＭ ８：００ 

 

ＰＭ ９：００ 

 

ＰＭ１０：００ 

             就寝 ＰＭ１０：３０くらい                     就寝 ＰＭ１０：３０ くらい 

ＰＭ１１：００ 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年 夕食風景       ２０１８年キャンプファイヤー    ２０１８年 昼食風景 

昼食 宿舎でお弁当 

開会式 

１時間目 

２時間目 

３時間目 

４時間目 

夕食 １日目 

キャンプ 

ファイヤー 

ラジオ体操 

起床 １８：３０まで 

朝学習  

朝食 １日目 

１時間目 

２時間目 

３時間目 

４時間目 

昼食 宿舎でお弁当 

５時間目 

６時間目 

７時間目 

８時間目 

９時間目 

夕食 ２日目 

行きも帰りも貸切バス！ 

楽しいレクあり！ 
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令和元年度 合宿 行程表（予定） 
 

       （３日目） ８／１１（日）   （４日目） ８／１２（月） 
 

                                             

ＡＭ ６：００ 

                                                

ＡＭ ７：００ 

 

ＡＭ ８：００ 

            

ＡＭ ９：００ 

 

ＡＭ１０：００ 

 

ＡＭ１１：００ 

 

ＰＭ１２：００ 

 

ＰＭ １：００ 

 

ＰＭ ２：００ 

 

ＰＭ ３：００ 

 

ＰＭ ４：００ 

 

ＰＭ ５：００ 

 

ＰＭ ６：００ 

 

ＰＭ ７：００ 

 

ＰＭ ８：００ 

 

ＰＭ ９：００ 

                                                  解散 ２０：３０くらい 

ＰＭ１０：００ 

             就寝 ＰＭ１０：３０くらい                      

ＰＭ１１：００ 

 

 

 

夕食 ３日目 

ラジオ体操 

起床 ６：３０まで 

朝学習  

朝食 １日目 

１時間目 

２時間目 

滝沢牧場 

大バーベキューパーリー 

起床 ６：３０まで 

朝学習  

朝食 １日目 

１時間目 

２時間目 

３時間目 

４時間目 

昼食 宿舎でお弁当 

５時間目 

６時間目 

７時間目 

８時間目 

９時間目 

ラジオ体操 

体育館で遊び倒す！ 

 

開会式 １９：３０～ いちゼミ 

ＬＩＶＥ 

みんな帰りは 

寝ちゃうんだろうね 
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各種イベントについてのご案内 
 

 

 

 

ゲーム １ キャンプＤＡホイ 

  キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだホイホイホーイ 

  キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだホイホイホーイ 

         初めて見る山 初めて見る川  初めて泳ぐ海  

         今日から友達 あしたも友達 ずーっと友達さ 

         キャンプだホイキャンプだホイキャンプだホイホイホーイ 

 ゲーム ５ ３cmのうた 

         あの動物園のライオンが 私にプロポーズしたんです 

         まだチョロチョロのたてがみで だから だから だから 

         もう少し もう少し 待ってください もう少し 

         あと 3 cm のびるまで 

 

   ※ ゲーム中には罰ゲームがあります。罰ゲームもしっかりやりましょう。 

   ※ 火の周りは熱いですが、羽織るものを持っていきましょう  

   ※ 火の扱いは先生たちが行います。むやみに近づかないようにしましょう。 

    

 

 

 

 

 多目的ホールに集合です。外に出るので暖かい恰好で靴をもって集合してください。 

 多目的ホールでリーダーが少し話をした後に、中庭に移動します。 

  ・くじ引きで男女ペアを作って、手をつないで元気よく行きましょう 

  ・幽霊が写真撮影をお願いしてきたら精いっぱいの笑顔で応えましょう 

  ・スマホ等は貴重品袋で回収します 

  ・２人で出発したはずなのにゴールに着いたら３人になっていた場合はなるべく目を 

   合わせないようにしましょう 

 

 

 

 

＜アトラクション１＞ キャンプファイヤー  

 

＜アトラクション２＞ きもだめし      
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・盛り上がりすぎて、非常に汗をかくので、タオルをもってきましょう。 

・盛り上がりすぎて、非常に喉が渇くので、飲み物も持ってきた方がいいかもしれません。 

・恥は捨てましょう。皆盛り上がってる中、棒立ちの方が恥ずかしいです。 

・夏合宿のＬＩＶＥで、先生たちに演奏してほしい曲がある人は、ギター部顧問 大槻先生 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ライブ同様盛り上がりすぎて、非常に汗をかくので、タオルをもってきましょう。 

・ライブ同様盛り上がりすぎて、非常に喉が渇くので、飲み物も持ってきた方がいいでしょう。 

・運動する場合があるので、動きやすい服装でお願いします。スカート等避けましょう。 

・運動する場合があり、靴下だとすべるので、体育館履き等を持ってくることをオススメします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜アトラクション３＞ いちゼミ スタッフによるＬＩＶＥステージ     
 

＜アトラクション４＞ 大レクリエーション大会 in 体育館     
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≪中学生授業の選び方と注意≫ 
  

●中学生では、５教科と再放送の授業が準備されています。 

 

●毎時間の中から自分が受けたい授業を選択して受講することができます。 

 

●一日中、英語ばっかりやろうとか、今日は社会ばっかりやるぞ、とかでも 

ＯＫです。 

 

●朝学習というのは朝ご飯前にやる朝飯前の授業です。 

 

●事前にどの授業に出たいかという調査は行いましたが、当日に変更する 

ことも可能です。 

 

●いつも同じ友達とくっついて同じ授業を選ぶというのはあまりオススメ 

しません。自分に必要な授業を選択し、有意義な時間を過ごすことがで 

きるようにしましょう。 

 

   ●何を受講したらよいか迷っている場合には、いつでも先生たちに相談して 

ください。 

 

   ●すみやかに次の教室に移動しましょう。 
 

 

 

楽しい合宿にするために～先輩たちからアドバイス 
 

   ■調子にのってＡＬＬとかしないで、ちゃんと早く寝た方がイイ。 

   ■先生たち、マジすげえと思うんだけど、そんときに自分が眠かったら申し訳ない。 

   ■トイレがまんしていると、おなか痛くなるから、ガマンしないでトイレ行った方がいい。 

   ■ふだん、話しない人とも、話してみるとめっちゃすぐ友だちになれるよ。 

■キャンプファイヤーは、大きい声で歌って、はずかしがらずに踊った方が楽しいよ。 

   ■きもだめし、男子めっちゃイイやつばっかし。感動した！ 

■ライブは、前の方で聞いた方がぜったいイイ。後ろの方にいるの、もったいないよ。 

   ■寝不足だと、ご飯も食べられないし、レクも楽しめないから、ホント、マジ寝た方がいいよ。 

■いちゼミは、春合宿っていうのがあって、そのときは勉強しないから遅くまで起きてても大丈夫。 

夜更かしは、春合宿のお楽しみにとっといて、今回の合宿はちゃんと勉強した方がいい。 

■合宿って、先生たちめっちゃ大変だと思った。マジ感謝しかないわ。絶対合格しようと思った。 

 

 

 


