
YAMAWAKI GAKUEN
学 力 向 上 を 支 援 す る 課 外 の 授 業

　本校では、正規の授業以外にも様々な課
外の授業を用意しており、生徒たちはその
時々に応じて、自分にとって必要な講座を
受講して学力を身につけていきます。大学
合格への志の実現のために、高２・高３生
に対して充実した演習の授業を設置してい
ますが、正規の授業以外にも生徒の受験を
支える様々な支援を行っています。

略 称 講 座 名

英語① 英語基礎
英語② 英語基礎
英語③ 英検4級ファーストステップ
英語④ 英語ハイレベル
英語⑤ 英語ハイレベル（中２内容）
英語⑥ 英語ハイレベル（中３内容）
国語① 中１基礎講座
国語② 中１ステップアップ講座
数学① 数学基礎
数学② 数学標準
英語① 英語基礎
英語② 英語基礎
英語③ 英語中２テスト対策
英語④ 英語ハイレベル
英語⑤ 英語ハイレベル（中３内容）
国語① 国語基礎
国語② 国語ステップアップ
数学① 数学基礎
数学② 数学標準
数学③ 数学応用

略 称 講 座 名

英語① 英語基礎
英語② 英語基礎
英語③ 英語進学適性測定テスト対策
英語④ 英語ハイレベル
国語① 国語基礎
国語② 国語ステップアップ
数学① 中3　数学基礎
数学② 中3　数学　標準レベル
数学③ 中3数学　ハイレベル講座
英語① 英語ベーシックゼミⅠ

英語② 英語ベーシックゼミⅡ

英語③ センター試験アプローチゼミⅠ

英語④ センター試験アプローチゼミⅡ

英語⑤ センター試験アドバンテージゼミⅠ

英語⑥ センター試験アドバンテージゼミⅡ

国語① 漢文句法
国語② 現代文スタンダード
国語③ 現代文ハイレベル
国語④ 徹底！古典文法
国語⑤ 古文読解
数学① 高1数学Ａ基礎
数学② 高1数学A応用
数学③ 高1数学Ⅱ基礎
数学④ 高1数学Ⅱ応用
数学⑤ 高1文系数学
数学⑥ 高2数学ⅠAⅡ応用
社会① 高1世界史演習
社会② 日本史はじめの一歩
理科① 力のつり合い　基礎演習
理科② 等加速度運動、落下運動　応用演習
理科③ 運動方程式　演習（基礎）
理科④ 運動方程式　演習（応用）
理科⑤ 物質量と反応式（基礎）
理科⑥ 物質量と反応式（応用）
理科⑦ 「化学基礎」前期総復習（基礎）
理科⑧ 「化学基礎」前期総復習（応用）
理科⑨ 生物演習①（基礎）
理科⑩ 生物演習①（応用）
理科⑪ 生物演習②（基礎）
理科⑫ 生物演習②（応用）
理科⑬ 生物演習③（基礎）
理科⑭ 生物演習③（応用）
英語① 基礎力パーフェクトゼミⅠ

英語② 基礎力パーフェクトゼミⅡ

英語③ 基礎力パーフェクトゼミⅢ

英語④ 必勝MARCHゼミⅠ

英語⑤ 必勝MARCHゼミⅡ

英語⑥ 必勝MARCHゼミⅢ

英語⑦ 早慶上智理スーパーゼミⅠ

英語⑧ 早慶上智理スーパーゼミⅡ

英語⑨ 早慶上智理スーパーゼミⅢ

略 称 講 座 名

国語① 現代文スタンダード
国語② 現代文ハイレベル
国語③ 古典文法
国語④ 真夏の古文読解
国語⑤ 漢文句法講座
国語⑥ 漢文ハイレベル
国語⑦ 理系センター国語

国語⑧ アカデミックライティングとしての
慶大小論文入門

数学① 数学ⅠAⅡ基礎講座
数学② 数学ⅠAⅡ応用講座
数学③ 数学Ｂ基礎講座
数学④ 数学Ｂ応用講座
数学⑤ 数学Ⅲ基礎講座
数学⑥ 数学Ⅲ応用講座
数学⑦ 数学Ⅱ標準講座
数学⑧ 文系数学講座
社会① 日本史・古代史の復習
社会② 日本史・中世史の復習
社会③ 日本史・近世史の復習
社会④ ヨーロッパ史の整理
社会⑤ ヨーロッパ近世～近代史特訓
理科① 電場と電位　演習（基礎）
理科② 電場と電位　及び　コンデンサ　演習（応用）
理科③ コンデンサ　演習（基礎）
理科④ コンデンサ　及び　力学Ⅱ　演習（応用）
理科⑤ 力学Ⅱ　演習（基礎）
理科⑥ 力学Ⅱ　演習（応用）
理科⑦ 無機化学徹底演習（基礎）
理科⑧ 無機化学徹底演習（応用）
理科⑨ 気体徹底演習（基礎）
理科⑩ 気体徹底演習（応用）
理科⑪ 無機化学徹底演習
理科⑫ 溶液徹底演習（基礎）
理科⑬ 溶液徹底演習（応用）
理科⑭ 気体徹底演習
理科⑮ 溶液徹底演習
理科⑯ スキルアップ生物Ⅰ～生物の体内環境～
理科⑰ チャレンジ生物Ⅰ～生物の体内環境～
理科⑱ スキルアップ生物Ⅱ～同化・異化～
理科⑲ チャレンジ生物Ⅱ～同化・異化～
理科⑳ スキルアップ生物Ⅲ～遺伝情報の発現～
理科㉑ チャレンジ生物Ⅲ～遺伝情報の発現～
英語① センター試験完全制覇ゼミⅠ

英語② センター試験完全制覇ゼミⅡ

英語③ センター試験完全制覇ゼミⅢ

英語④ 読解力完熟ゼミ（文）Ⅰ
英語⑤ 読解力完熟ゼミ（文）Ⅱ
英語⑥ 読解力完熟ゼミ（文）Ⅲ
英語⑦ 読解力完熟ゼミ（理）Ⅰ
英語⑧ 読解力完熟ゼミ（理）Ⅱ

略 称 講 座 名

英語⑨ 読解力完熟ゼミ（理）Ⅲ
国語① 現代文記述スタンダード
国語② 現代文ハイレベル
国語③ 古典文法
国語④ 古文読解夏の扉
国語⑤ 古文読解ハイレベル
国語⑥ 漢文読解
国語⑦ 国公立現代文記述対策
国語⑧ 国公立対策古典講座
数学① 数学ⅠA演習基礎
数学② 数学ⅠA演習応用
数学③ 数学ⅡＢ演習基礎
数学④ 数学ⅡＢ演習応用
数学⑤ 数学Ⅲ演習基礎
数学⑥ 数学Ⅲ演習応用
数学⑦ センター対策数学ⅠAⅡＢ
社会① 日本史史料問題研究入門Ⅰ

社会② 日本史史料問題研究入門Ⅱ

社会③ 日本史　近現代史の流れ　Ⅰ

社会④ 日本史　近現代史の流れ　Ⅱ

社会⑤ 日本史　近現代史の流れ　Ⅲ

社会⑥ 江戸時代徹底復習講座
社会⑦ 高3世界史（周辺地域史）
社会⑧ 真夏のイスラーム史
社会⑨ 文化史を攻略しよう！
社会⑩ センター地理応用演習
社会⑪ センター倫理政治経済演習
社会⑫ センター現代社会演習
社会⑬ 日本史　論述問題の攻略
理科① 力学Ⅰ演習
理科② 波動　演習
理科③ G1　力学Ⅱ演習
理科④ G2　力学Ⅱ演習
理科⑤ G1　入試頻出化学（化学平衡）
理科⑥ G2　入試頻出化学（化学平衡）
理科⑦ G1　入試頻出化学（有機化合物）
理科⑧ G2　入試頻出化学（有機化合物）
理科⑨ 入試頻出化学（化学平衡）
理科⑩ G1　入試頻出化学（高分子化合物）
理科⑪ G2　入試頻出化学（高分子化合物）
理科⑫ 入試頻出化学（有機化合物）
理科⑬ 入試頻出化学（高分子化合物）
理科⑭ 生物夏期集中講義Ⅰ（生態系・進化・系統）

理科⑮ 夏期集中特講Ⅰ
～「進化・系統」をきわめる！～

理科⑯ 生物夏期集中講義Ⅱ（遺伝・遺伝子）

理科⑰ 夏期集中特講Ⅱ
～「遺伝・遺伝子」をきわめる！～

理科⑱ 生物夏期集中講義Ⅲ（動物・植物の環境応答）

理科⑲ 夏期集中特講Ⅲ
～「動物・植物の環境応答」をきわめる！～

夏期講習

　夏期の長期休業中には、中１から高３まで様々な
特別講習を行っています。中学生から高校生まで、
大学入試に照準を合わせて、基礎学力養成段階から
実戦段階まで、普段の授業とは一味違った多様な講
座を開講しています。特に高２の夏には、講習と家
庭学習を組み合わせて、10日間で100時間以上の
受験勉強に取り組む「オーバー100時間受験勉強体
験」が実施され、生徒たちは目標達成に向けて真剣
に努力しています。

土曜特別授業

　行事のない土曜日には「土曜特別授業」を行って
います。普段の授業よりハイレベルな講座や弱点補
強講座などの科目毎の講座群に、級毎の英検対策講
座などを加えた多様な講座を設置しています。原則
は各自の学力に応じて自由に選択ができる希望制
ですが、補習的な講座の一部は指名制による必修参
加制で行っています。

講 座 名

中
１

英語補習基礎
英語スキルアップ
国語補強
国語ステップアップ
数学基礎ゼミ
数学チャレンジゼミ

中
２

英語補習基礎
英語スキルアップ
国語補強
国語ステップアップ
数学基礎ゼミ
数学理系プレゼミ

中
３

英語補習基礎
英語スキルアップ
国語補強
国語ステップアップ
国語ハイレベル演習
数学基礎講座
数学応用講座

高
１

英語基礎補強
英語応用講座
国語基礎補強
国語レベルアップ
国語ハイレベル演習
理系数学基礎講座
理系数学応用講座
日本史基礎
日本史応用
世界史基礎
世界史応用
「物理基礎」応用講座
「化学基礎」基礎講座
「化学基礎」応用講座
「生物基礎」基礎講座
「生物基礎」応用講座

高
２

英語基礎講座
英語応用講座
国語基礎補強
国語レベルアップ

講 座 名

高
２

国語ハイレベル演習
理系センター国語
理系数学基礎講座
理系数学応用講座
日本史基礎
日本史応用
世界史基礎
世界史応用
受験物理応用講座
受験化学（基礎）講座
受験化学（応用）講座
受験生物（基礎）講座
受験生物（応用）講座
文系化学基礎模試対策講座
文系生物基礎模試対策講座

高
３

大学入試センター試験対策講座数学ⅠA
大学入試センター試験対策講座数学ⅡＢ
数学難関大対策講座
地理応用・演習講座
現代社会応用・演習講座
倫理政経応用・演習講座
物理模試対策講座
化学模試対策講座
生物模試対策講座

オ
ー
プ
ン

英検3級対策
英検準2級対策
英検2級対策
英検準1級対策

■土曜特別授業一覧（2016年度）

■夏期講習一覧（2016年度）

中
１

高
１

中
３

高
２

高
３

中
２ 高

２ 高
３

放課後特別授業

　放課後特別授業は、毎週水曜日の放課後に行われ
る希望制の授業です。すべての学年が受講できる
オープン制で、英検４級受検レベル速習講座から、
英検３級、英検準２級、英検２級、英検準１級受検
の各レベルの英検対策を開講しています。最もレベ
ルの高い授業では中１から高３までが机を並べて
勉強しており、お互いによい刺激となっています。
また、中２向けの数学レベルアップの講座も開講さ
れています。

■放課後特別授業一覧（2016年度）

講座名（ 1・6 以外は無学年のオープン制）

1 めざせ英検4級（中1対象）
2 めざせ英検3級
3 めざせ英検準2級
4 高校上級レベルのリーディング
5 高校最上級レベルのリーディング
6 新体系の数学（中2対象）
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ますが、正規の授業以外にも生徒の受験を
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略 称 講 座 名

英語① 英語基礎
英語② 英語基礎
英語③ 英検4級ファーストステップ
英語④ 英語ハイレベル
英語⑤ 英語ハイレベル（中２内容）
英語⑥ 英語ハイレベル（中３内容）
国語① 中１基礎講座
国語② 中１ステップアップ講座
数学① 数学基礎
数学② 数学標準
英語① 英語基礎
英語② 英語基礎
英語③ 英語中２テスト対策
英語④ 英語ハイレベル
英語⑤ 英語ハイレベル（中３内容）
国語① 国語基礎
国語② 国語ステップアップ
数学① 数学基礎
数学② 数学標準
数学③ 数学応用

略 称 講 座 名

英語① 英語基礎
英語② 英語基礎
英語③ 英語進学適性測定テスト対策
英語④ 英語ハイレベル
国語① 国語基礎
国語② 国語ステップアップ
数学① 中3　数学基礎
数学② 中3　数学　標準レベル
数学③ 中3数学　ハイレベル講座
英語① 英語ベーシックゼミⅠ

英語② 英語ベーシックゼミⅡ

英語③ センター試験アプローチゼミⅠ

英語④ センター試験アプローチゼミⅡ

英語⑤ センター試験アドバンテージゼミⅠ

英語⑥ センター試験アドバンテージゼミⅡ

国語① 漢文句法
国語② 現代文スタンダード
国語③ 現代文ハイレベル
国語④ 徹底！古典文法
国語⑤ 古文読解
数学① 高1数学Ａ基礎
数学② 高1数学A応用
数学③ 高1数学Ⅱ基礎
数学④ 高1数学Ⅱ応用
数学⑤ 高1文系数学
数学⑥ 高2数学ⅠAⅡ応用
社会① 高1世界史演習
社会② 日本史はじめの一歩
理科① 力のつり合い　基礎演習
理科② 等加速度運動、落下運動　応用演習
理科③ 運動方程式　演習（基礎）
理科④ 運動方程式　演習（応用）
理科⑤ 物質量と反応式（基礎）
理科⑥ 物質量と反応式（応用）
理科⑦ 「化学基礎」前期総復習（基礎）
理科⑧ 「化学基礎」前期総復習（応用）
理科⑨ 生物演習①（基礎）
理科⑩ 生物演習①（応用）
理科⑪ 生物演習②（基礎）
理科⑫ 生物演習②（応用）
理科⑬ 生物演習③（基礎）
理科⑭ 生物演習③（応用）
英語① 基礎力パーフェクトゼミⅠ

英語② 基礎力パーフェクトゼミⅡ

英語③ 基礎力パーフェクトゼミⅢ

英語④ 必勝MARCHゼミⅠ

英語⑤ 必勝MARCHゼミⅡ

英語⑥ 必勝MARCHゼミⅢ

英語⑦ 早慶上智理スーパーゼミⅠ

英語⑧ 早慶上智理スーパーゼミⅡ

英語⑨ 早慶上智理スーパーゼミⅢ

略 称 講 座 名

国語① 現代文スタンダード
国語② 現代文ハイレベル
国語③ 古典文法
国語④ 真夏の古文読解
国語⑤ 漢文句法講座
国語⑥ 漢文ハイレベル
国語⑦ 理系センター国語

国語⑧ アカデミックライティングとしての
慶大小論文入門

数学① 数学ⅠAⅡ基礎講座
数学② 数学ⅠAⅡ応用講座
数学③ 数学Ｂ基礎講座
数学④ 数学Ｂ応用講座
数学⑤ 数学Ⅲ基礎講座
数学⑥ 数学Ⅲ応用講座
数学⑦ 数学Ⅱ標準講座
数学⑧ 文系数学講座
社会① 日本史・古代史の復習
社会② 日本史・中世史の復習
社会③ 日本史・近世史の復習
社会④ ヨーロッパ史の整理
社会⑤ ヨーロッパ近世～近代史特訓
理科① 電場と電位　演習（基礎）
理科② 電場と電位　及び　コンデンサ　演習（応用）
理科③ コンデンサ　演習（基礎）
理科④ コンデンサ　及び　力学Ⅱ　演習（応用）
理科⑤ 力学Ⅱ　演習（基礎）
理科⑥ 力学Ⅱ　演習（応用）
理科⑦ 無機化学徹底演習（基礎）
理科⑧ 無機化学徹底演習（応用）
理科⑨ 気体徹底演習（基礎）
理科⑩ 気体徹底演習（応用）
理科⑪ 無機化学徹底演習
理科⑫ 溶液徹底演習（基礎）
理科⑬ 溶液徹底演習（応用）
理科⑭ 気体徹底演習
理科⑮ 溶液徹底演習
理科⑯ スキルアップ生物Ⅰ～生物の体内環境～
理科⑰ チャレンジ生物Ⅰ～生物の体内環境～
理科⑱ スキルアップ生物Ⅱ～同化・異化～
理科⑲ チャレンジ生物Ⅱ～同化・異化～
理科⑳ スキルアップ生物Ⅲ～遺伝情報の発現～
理科㉑ チャレンジ生物Ⅲ～遺伝情報の発現～
英語① センター試験完全制覇ゼミⅠ

英語② センター試験完全制覇ゼミⅡ

英語③ センター試験完全制覇ゼミⅢ

英語④ 読解力完熟ゼミ（文）Ⅰ
英語⑤ 読解力完熟ゼミ（文）Ⅱ
英語⑥ 読解力完熟ゼミ（文）Ⅲ
英語⑦ 読解力完熟ゼミ（理）Ⅰ
英語⑧ 読解力完熟ゼミ（理）Ⅱ

略 称 講 座 名

英語⑨ 読解力完熟ゼミ（理）Ⅲ
国語① 現代文記述スタンダード
国語② 現代文ハイレベル
国語③ 古典文法
国語④ 古文読解夏の扉
国語⑤ 古文読解ハイレベル
国語⑥ 漢文読解
国語⑦ 国公立現代文記述対策
国語⑧ 国公立対策古典講座
数学① 数学ⅠA演習基礎
数学② 数学ⅠA演習応用
数学③ 数学ⅡＢ演習基礎
数学④ 数学ⅡＢ演習応用
数学⑤ 数学Ⅲ演習基礎
数学⑥ 数学Ⅲ演習応用
数学⑦ センター対策数学ⅠAⅡＢ
社会① 日本史史料問題研究入門Ⅰ

社会② 日本史史料問題研究入門Ⅱ

社会③ 日本史　近現代史の流れ　Ⅰ

社会④ 日本史　近現代史の流れ　Ⅱ

社会⑤ 日本史　近現代史の流れ　Ⅲ

社会⑥ 江戸時代徹底復習講座
社会⑦ 高3世界史（周辺地域史）
社会⑧ 真夏のイスラーム史
社会⑨ 文化史を攻略しよう！
社会⑩ センター地理応用演習
社会⑪ センター倫理政治経済演習
社会⑫ センター現代社会演習
社会⑬ 日本史　論述問題の攻略
理科① 力学Ⅰ演習
理科② 波動　演習
理科③ G1　力学Ⅱ演習
理科④ G2　力学Ⅱ演習
理科⑤ G1　入試頻出化学（化学平衡）
理科⑥ G2　入試頻出化学（化学平衡）
理科⑦ G1　入試頻出化学（有機化合物）
理科⑧ G2　入試頻出化学（有機化合物）
理科⑨ 入試頻出化学（化学平衡）
理科⑩ G1　入試頻出化学（高分子化合物）
理科⑪ G2　入試頻出化学（高分子化合物）
理科⑫ 入試頻出化学（有機化合物）
理科⑬ 入試頻出化学（高分子化合物）
理科⑭ 生物夏期集中講義Ⅰ（生態系・進化・系統）

理科⑮ 夏期集中特講Ⅰ
～「進化・系統」をきわめる！～

理科⑯ 生物夏期集中講義Ⅱ（遺伝・遺伝子）

理科⑰ 夏期集中特講Ⅱ
～「遺伝・遺伝子」をきわめる！～

理科⑱ 生物夏期集中講義Ⅲ（動物・植物の環境応答）

理科⑲ 夏期集中特講Ⅲ
～「動物・植物の環境応答」をきわめる！～

夏期講習

　夏期の長期休業中には、中１から高３まで様々な
特別講習を行っています。中学生から高校生まで、
大学入試に照準を合わせて、基礎学力養成段階から
実戦段階まで、普段の授業とは一味違った多様な講
座を開講しています。特に高２の夏には、講習と家
庭学習を組み合わせて、10日間で100時間以上の
受験勉強に取り組む「オーバー100時間受験勉強体
験」が実施され、生徒たちは目標達成に向けて真剣
に努力しています。

土曜特別授業

　行事のない土曜日には「土曜特別授業」を行って
います。普段の授業よりハイレベルな講座や弱点補
強講座などの科目毎の講座群に、級毎の英検対策講
座などを加えた多様な講座を設置しています。原則
は各自の学力に応じて自由に選択ができる希望制
ですが、補習的な講座の一部は指名制による必修参
加制で行っています。

講 座 名

中
１

英語補習基礎
英語スキルアップ
国語補強
国語ステップアップ
数学基礎ゼミ
数学チャレンジゼミ

中
２

英語補習基礎
英語スキルアップ
国語補強
国語ステップアップ
数学基礎ゼミ
数学理系プレゼミ

中
３

英語補習基礎
英語スキルアップ
国語補強
国語ステップアップ
国語ハイレベル演習
数学基礎講座
数学応用講座

高
１

英語基礎補強
英語応用講座
国語基礎補強
国語レベルアップ
国語ハイレベル演習
理系数学基礎講座
理系数学応用講座
日本史基礎
日本史応用
世界史基礎
世界史応用
「物理基礎」応用講座
「化学基礎」基礎講座
「化学基礎」応用講座
「生物基礎」基礎講座
「生物基礎」応用講座

高
２

英語基礎講座
英語応用講座
国語基礎補強
国語レベルアップ

講 座 名

高
２

国語ハイレベル演習
理系センター国語
理系数学基礎講座
理系数学応用講座
日本史基礎
日本史応用
世界史基礎
世界史応用
受験物理応用講座
受験化学（基礎）講座
受験化学（応用）講座
受験生物（基礎）講座
受験生物（応用）講座
文系化学基礎模試対策講座
文系生物基礎模試対策講座

高
３

大学入試センター試験対策講座数学ⅠA
大学入試センター試験対策講座数学ⅡＢ
数学難関大対策講座
地理応用・演習講座
現代社会応用・演習講座
倫理政経応用・演習講座
物理模試対策講座
化学模試対策講座
生物模試対策講座

オ
ー
プ
ン

英検3級対策
英検準2級対策
英検2級対策
英検準1級対策

■土曜特別授業一覧（2016年度）

■夏期講習一覧（2016年度）

中
１

高
１

中
３

高
２

高
３

中
２ 高

２ 高
３

放課後特別授業

　放課後特別授業は、毎週水曜日の放課後に行われ
る希望制の授業です。すべての学年が受講できる
オープン制で、英検４級受検レベル速習講座から、
英検３級、英検準２級、英検２級、英検準１級受検
の各レベルの英検対策を開講しています。最もレベ
ルの高い授業では中１から高３までが机を並べて
勉強しており、お互いによい刺激となっています。
また、中２向けの数学レベルアップの講座も開講さ
れています。

■放課後特別授業一覧（2016年度）

講座名（ 1・6 以外は無学年のオープン制）

1 めざせ英検4級（中1対象）
2 めざせ英検3級
3 めざせ英検準2級
4 高校上級レベルのリーディング
5 高校最上級レベルのリーディング
6 新体系の数学（中2対象）
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