
教科科目 講 座 名 教科科目 講 座 名 教科科目 講 座 名

1 国語 古典　センターから記述まで 12 日本史 近現代史（昭和史） 22 公民
憲法判例を学び法的なものの考え方を知る７
社会権

2 国語 古典は基本よ　もう一度 13 公民 国際経済と国際法
（「国際法を知る」１） 23 公民
憲法判例を学び法的なものの考え方を知る８
人身の自由，選挙権，国務請求権

3 国語 Web古典文法講座 14 公民 地球環境問題と国際法
（「国際法を知る」２） 24 数学 数学演習

4 国語 古典の知識を整理しよう 15 公民 国際紛争と国際法
（「国際法を知る」３） 25 理科 重要問題集を解く会

5 世界史 教養としての文化史 16 公民 戦争と平和の国際法
（「国際法を知る」４） 26 理科 生命科学講座

6 世界史 比較文明史 17 公民
憲法判例を学び法的なものの考え方を知る１
基本的人権の総論１ 27 理科 生物の発展問題対策演習

7 日本史 ペリカンの帰還 18 公民
憲法判例を学び法的なものの考え方を知る２
基本的人権の総論２ 28 美術 油絵講座（初心者向）

8 日本史 論述問題から考える 19 公民
憲法判例を学び法的なものの考え方を知る３
精神の自由１ 29 キャリア教育

今，福島でしか学べないことがある！
ふくしま「学宿（がっしゅく）」

9 日本史
卒業生と行う読書会16
『野生の思考』を読む

20 公民
憲法判例を学び法的なものの考え方を知る４
精神の自由２ 30 キャリア教育

『AI×社会課題』新しくはじまる ｉ
専門職大学とは

10 日本史
日本の近代を歩く33
「石橋山古戦場から根府川駅」

21 公民
憲法判例を学び法的なものの考え方を知る５
精神の自由３ 31 キャリア教育

西高生のための西高OBによる
東大本郷キャンパスツアー

11 日本史
日本の近代を歩く34
「のんきそうな仏像、高畑勲展」

22 公民
憲法判例を学び法的なものの考え方を知る６
経済の自由 32 キャリア教育

（進路） 音楽音響と科学技術
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教科科目 講 座 名 教科科目 講 座 名 教科科目 講 座 名

1 国語 漢文問題演習（センター試験形式） 28 地理 世界の諸問題２
（センター対策講座） 55 物理 重要問題集を解く会

2 国語 古文センター試験対策 29
現社
政経 総復習「現代の経済」講義 56 化学 化学重点項目１　気体

3 国語 古典記述問題対策 30
現社
政経 演習「現代の経済」 57 化学 化学重点項目２　溶液

4 国語 現代文センターto記述対策① 31 倫理 日本の思想（古代・中世）① 58 化学 化学重点項目３　平衡

5 国語 現代文センターto記述対策② 32 倫理 日本の思想（古代・中世）② 59 化学 化学重点項目４　酸化還元

6 国語 東京大学
現代文入試問題演習① 33 倫理 西洋近代思想① 60 化学 化学重点項目５　無機

7 国語 東京大学
現代文入試問題演習② 34 倫理 西洋近代思想② 61 化学 化学重点項目６　有機

8 国語 古典基礎講座 35 数学 システム数学Ⅲ
微分法・微分法の応用１ 62 化学 ピンポイント化学1　
気体と蒸気圧

9 国語 古典演習講座 36 数学 システム数学Ⅲ
微分法・微分法の応用２ 63 化学 ピンポイント化学2　
溶液

10 国語 古典文法基礎講座 37 数学 システム数学Ⅲ
数列の極限・関数の極限１ 64 化学 ピンポイント化学3　
酸化還元反応

11 国語 上級古典演習講座 38 数学 システム数学Ⅲ
数列の極限・関数の極限２ 65 化学 ピンポイント化学4　
化学平衡

12 国語 古典基礎講座 39 数学 システム数学Ⅲ
複素数平面１ 66 生物 遺伝のコツ

13 国語 古典演習講座 40 数学 システム数学Ⅲ
複素数平面２ 67 生物 生物計算問題演習

14 国語 古典基礎講座 41 数学 整数 68 生物 ニワトリの胚発生の観察

15 国語 上級古典演習講座 42 数学 指数対数三角関数 69 生物
PCRとDNAの電気泳動実験と
問題演習

16 世界史 現代史の整理 43 数学 ニューグローバルの質問 70 生物 
神奈川県立こども医療センター見学

17 世界史 イスラム史 44 数学 数学Ⅰ・Aの復習 71 理科
理数教育推進校企画
研究施設見学バスツアー

18 日本史 近現代史 （戦後史） 45 数学 ニューグローバルの解説 72 英語 英文法とリスニング

19 日本史 近現代の文化史 46 数学 ベクトルと空間図形 73 英語 センター試験対策

20 日本史 論述問題から考える１
　（入門編） 47 数学 場合の数と確率 74 英語 英文講読

21 日本史 論述問題から考える２
　（近代編） 48 数学 数Ⅱの微分・積分 75 英語 長文読解演習 A

22 日本史 戦後史の理解を深める 49 数学 数列 76 英語 長文読解演習 B

23 日本史
日本の近代を歩く33
「石橋山古戦場から根府川駅」

50 数学 ニューグローバルの質問 77 英語 パラグラフ・ライティング

24 日本史
日本の近代を歩く34
「のんきそうな仏像、高畑勲展」

51 数学 数学Ⅰ・Aの復習 78 英語 リスニング・文法演習

25 日本史 卒業生と行う読書会１６
『野生の思考』を読む 52 数学 ニューグローバルの解説 79 進路 医学部入試セミナー

26 地理 地理倶楽部 53 数学 軌跡と領域 80 進路
今，福島でしか学べないことがある！
ふくしま「学宿（がっしゅく）」

27 地理 世界の諸問題１
（センター対策講座） 54 数学 三角比の予習

令和元年度　土曜特別講座


