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 春の学習会のお知らせ  

＊＊＊ ３月７日(木)～３月３０日(土)に行われる補講と学習会の案内です ＊＊＊ 

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 
《Ⅲ期授業の補講》 
『ENGLISH GRAMMAR』     2月25日(月)    3限 C51教室 
『COSMO ENGLISH(文法)』   3月  7日(木)  2･3限 C42教室 
『英語AC』     3月27日(水) 12:30～14:00 １階講師スペ―ス 
『現代文』               3月 18日(月)   3限 C42教室 
『現代文 AC』                3月 18日(月)   4限 C42教室 
 

 英 語  
『英語基礎』 (全１回)  西 講師 

日 時：３月１６日(土) １１：２０～１２：２０  Ｃ４２教室 
対 象：英語を基本の基本から学ぶ必要があると感じる方、ぜひ出席してください。 
内 容：英文法の基礎を学びます。次年度の「COSMO ENGLISH(文法)」の導入になる講座です。  
教 材：当日配付 

 

『ENGLISH UNIVERSE』 (全１回)  伊藤 講師 

日 時：３月１３日(水) ２限  Ｃ５１教室 
対 象：2019年度 COSMO名古屋校の英語の大学受験用講座「ENGLISH UNIVERSE」 

 受講予定者、大学受験で英語が必要な人 
内 容：レギュラー授業の「ENGLISH UNIVERSE」講座で扱うレベルの内容を行います。 

 ４月からの授業の指針となりますので、ぜひ出席してください。 
教 材：当日配付 

 

『英語学習ガイダンス』 (全１回)  伊藤 講師 

日 時：３月２１日(木・祝) １４:００～１５:００  Ｃ５１教室 
対 象：2019年度 COSMO名古屋校の「英語」講座を受講予定で、英語の力を養成して、 

 読解がスラスラできるようになりたい人 
内 容：受験期までに英語の力を養成するには何をどうしたらよいか、 

 養った学力を定着させるためには何をどうしたらよいかといった学習方法についてお話します。 
教 材：当日配付 
  
 



『英語ＡＣ』 (全１回)  丹羽 講師 

日 時：３月２７日(水)  １２：３０～１４：００  １階講師スぺ―ス    
英語について質問や相談のある人は参加してください。 

 

 数 学  
『数学基礎』 (全１回)  大内 講師 

日 時：３月１８日(月) １１：２０～１２：２０  Ｃ３１教室 
対 象：中学レベルの基本的な内容を扱います。そのあたりから取り組んでみたいと思う人はもちろん、 

  数学が得意な人、好きな人も大歓迎です。 
内 容：「場合の数」(数学Ａの一分野)の初歩から高校数学を展望します(二項定理、微分など)。 

 前提知識は個数のたしざん・ひきざんぐらいです。 
教 材：当日配付  

 

『数学学習ガイダンス』 (全１回)  原田 講師 

日 時：３月２１日(木・祝) １２:３０～１３:３０  Ｃ５１教室 
対 象：2019年度 COSMO名古屋校の「数学」講座を受講予定者。また、数学が苦手だという人、 

 逆にもっと得意科目にしたいなど、講師のアドバイスを聞いてみたい人全員。 
内 容：受験期までに数学の力を養成するには何をどうしたらよいか、 

 養った学力を定着させるためには何をどうしたらよいかといった学習方法についてお話します。 
教 材：当日配付 

 

『数学ＡＣ』 (全１回)  大内 講師 

日 時：３月２０日(水) ３限  Ｃ３１教室 
数学について質問や相談のある人は参加してください。 

 

 国 語 総 合  
『国語総合～現代文入門』 (全２回)  後藤 講師 

日 時：３月１２日(火) １限  Ｃ３１教室 
 ３月１３日(水) １限  Ｃ３１教室 

対 象：現代文の読解の基本を学びたい人 
内 容：文章を読むのに必要なのは、テクニックだと思っていませんか。実は違います。 

 必要なのは、まずは「知識」と「経験」の蓄積です。この講座では文章を丁寧に読みながら、 
 そのことを実感してもらいます。そして、一見簡単そうな文章の中にも実は奥が深いものがある 
 ことを知ってもらいます。こうしたことを楽しみながらやりましょう。 

教 材：当日配付 
 



 現 代 文  
『現代文』 (全１回)  結城 講師 

日 時：３月１８日(月) ３限  Ｃ４２教室 
対 象：2019年度COSMO名古屋校の現代文講座受講希望者。受験で現代文を必要とする人は 
     もちろん、未定の人もぜひ受講してください。 
内 容：実際に問題を解いて、その解説をおこないます 
教 材：Ⅲ期のテキストを持参してください。ない方は貸し出します。 

 

『現代文学習ガイダンス』 (全１回)  結城 講師 
日 時：３月１８日(月) ４限  Ｃ４２教室 
対 象：受験で現代文を必要とする人はもちろん、そうでない人も受講してみてください。 
内 容：読解力はどのように養っていけばよいのか、具体的な問題を通して現代文の学習法を 

 学びます。 
教 材：当日配付 

 

 古 文  
『古文基礎』 (全１回)  横井 講師 

日 時：３月１９日(火) １１：２０～１２：２０  Ｃ３１教室 
   対 象：この４月、一から古文を学ぼうと考えている人、古文が苦手な人 

内 容：古文の文章に慣れることからから始めます。今後、大学受験する人、 
 高卒認定試験を受ける人、とにかく「古文がわからない」という人のための入門講座です。 

教 材：当日配付。「古文サブテキスト」を持参してください（持っていない人は貸出します）。 

 

『古文受講ガイダンス』 (全１回)  横井 講師 

日 時：３月２７日(水) ３限  Ｃ５１教室 
対 象：2019年度 COSMO名古屋校で古文を学びたい人で、自分は基礎か受験対策か、 

 どちらの講座を受講すべきか迷っている人。現在の古文の実力を確認したい人。 
 Ⅰ期の受講科目登録の指標となりますので、古文を受講する予定の方は出席してください。 

内 容：難易度の異なるいくつかの問題を解いて、古文の学力基盤があるかないかの確認をします。 
 また、講座「古文ＡＣ」の授業の進め方や活用法などもお話します。 

教 材：当日配付 
 

 

 



 化 学  
『化学学習ガイダンス』 (全１回)  田中 講師 

日 時：３月２５日(月) ３限  Ｃ３１教室 
対 象：2019年度COSMO名古屋校の「化学（理論分野）」「化学（有機・無機分野）」講座を 
      受講予定の人。センター試験、高卒認定試験などで「化学基礎」を必要とする方に向けた 

 内容も含んでいますので、ぜひ参加してください。 
内 容：それぞれの受験までに化学の力を養成するには何をどうしたらよいか、 

 養った学力を定着させるためには何をどうしたらよいかといった学習方法についてお話します。 
教 材：当日配付 

 

 世 界 史  
『世界史学習ガイダンス』 (全１回)  奥野 講師 

日 時：３月２６日(火) ３限  Ｃ４２教室 
対 象：大学受験や高卒認定試験で世界史が必要な人はもちろん、 

 世界史の学習法が定まらない人など、関心のある人はぜひ出席してください。 
内 容：世界史の基本的な勉強方法について話をします。 

 どんな方法がよいのか、もっとも効果的な学習法について言及します。 
 

 日 本 史  
『試験タイプ別日本史学習法』 (全１回)  玉上 講師 

日 時：３月２２日(金) ３限  Ｃ４２教室 
対 象：大学受験や高卒認定試験で日本史が必要な人はもちろん、 

 日本史の学習法が定まらない人など、関心のある人は出席してください。 
内 容：たとえば、センター試験と高卒認定試験の日本史では勉強法がやや異なります。 

 この講座では、受ける試験のタイプに応じた効果的な学習法についてお話します。 



☃♨✍☽✎❆☾✑☃♨✍☽✐❆☾✒☃♨✍☽✎❆☾✑☃♨✍☽✐❆☾✒ 

セミナー・イベント 
～ 〈2月 25日～3月 31日〉に行われるセミナー・イベントの案内です～ 

✒☾❆✐☽✍♨☃✑☾❆✎☽✍♨☃✒☾❆✐☽✍♨☃✑☾❆✎☽✍♨☃ 
 
地域探検ゼミ 

社会見学・テキストの印刷現場探検 
印刷の仕組みや河合塾のテキストがどのように作成されているのか、印刷会社の方から説明
を聞いて、工場見学をします。 

2月 25日（月） 
名古屋市中村区 
印刷会社 
日帰り 

フェロー企画 

Next Stage 2019 
テーマ別ゼミ・自主ゼミの一年の成果を発表します。 

3月 9日（土） 
コスモ館内 

カウンセリング・ルーム 

ここトレ ～ 心理教育プログラム 
心の整理整頓をするプログラム、写真をコラージュして作品作りをするプログラム。 
二つのプログラムを用意しました。 

3月 12日（火） 
コスモ館内 

フェロー企画 

春の料理教室 
★初めての和食編 ★初めてのパン作り編 の２回を開講します。 
定員５名です。要申し込み。 

3月 13日（水） 
3月 27日（水） 

コスモ館内 
調理室 

地球科学実験ラボ 

ジオツアー 嵩山蛇穴
す せ じ ゃ あ な

・鳳来寺山へ 
鍾乳洞の観察、博物館の見学と自然観察、夜は天体観測…盛り沢山のツアーです。 

3月 19日（火） 
      ～20日（水） 

豊橋市、新城市 
１泊２日 

フェロー企画 

春のゆったりウォーキング「養老公園」 
今回の「ゆったりウォーキング」の目的地は、『養老孝子物語』で知られる「養老の滝」です。 
のどかな春の一日に、ゆったり歩いてみませんか？ 

3月 22日（金） 
岐阜県養老郡 
養老公園 
日帰り 

社会科学 

裁判所見学 
名古屋地方裁判所へ見学・裁判傍聴に行きます。  ＜詳細未定＞ 

3月中 
名古屋地方裁判所 

日帰り 



地域探検ゼミ 

２月２５日(月)          参加者募集中  

 

社会見学 

テキストの印刷現場探検 

 

名古屋駅から南に 15 分ほど歩いた場所に、印刷会社があります。 

そもそもは名古屋鉄道局(現ＪＲ)の時刻表や切符を印刷納品していた印刷会社ですが、 

今では河合塾のテキストや模試なども印刷しています。 

 今回、印刷の仕組みや河合塾のテキストがどのように作成されているのか、印刷会社の

方から説明を聞いて、工場見学をします。ちょうど新年度テキストの制作の真っ最中と思

われます。 

 

実 施 日 ： ２０１９年 ２月２５日（月） 

 行 き 先 ：名古屋市中村区の印刷会社 

 集合場所･時間：名古屋駅金時計【高島屋前】 １０:００ 

 参 加 費 ： 不要 

申込〆切 ： ２月１９日（火） 

担 当  ： 秋田 

 

参加希望者は申込書に記入して、１階のスタッフまで 

提出してください。 

オリジナルノートを作成する予定です。 

昔の国鉄時代の切符や時刻表が見えるかも？ 

 



フェロー企画

「NEXT STAGE 201９」

～ ごあんない ～
201８年度を締めくくる行事として「NEXT STAGE」

を企画しました。
「NEXT STAGE」とは、新年度から「新たなる舞台」

へ巣立つ人や、コスモで「更なる力」を身につけるべく
奮闘する皆さんを応援する想いが込められています。

現在、フェローと一緒に準備を手伝っていただける人を
募集しています。もちろん、当日だけの参加だけでも

大歓迎です。

日程：201９年 3月９日（土）
場所：コスモ名古屋校　２階

（サウンドスタジオ、アトリエ、コスモ自由広場）
講師：森井綾子（コスモ合唱団）
問合せ：越智、榊原（フェロー）

内容：「まい・ふぇいばりっと・そんぐ」「コスモ合唱団発表会」「作品展示」など
※詳細が決まり次第掲示やチラシでご案内していきます。

日程：201９年 3月９日（土）
場所：コスモ名古屋校　２階



カウンセラー特別企画第４弾 

 

～心理教育プログラム～ 

今回は２つのプログラムを用意しました。２つのプログラムの中から自分が参加したいプログラムを選び、 

申込みをしてください。両方でも片方だけでも大丈夫です。 

各回定員３名とさせていただきます。先着順で締め切りますのでご了承ください。 

 

プログラム①「みんなで認知再構成」 

みんなで心の整理整頓の練習をしてみましょう。「認知再構成」というのは認知行動療法で用いられる技法

のひとつです。ちょっと、もやっとしたり、心が穏やかでなくなるような日常の一場面は誰しも経験するこ

とです。そういう時に湧き出した感情が、日々の生活を乱してしまったり、思うように行動できなくなった

りしないように、まずは心のいろいろなパーツを整理整頓してみましょう。自分ひとりでは思い浮かばない

ような新しい考え方が見つかるかもしれません。 

 

プログラム②「コラージュで自己表現～non-verbal communication」 

雑誌やパンフレットのいろいろな写真の中から、自分で好きなものを切り抜いて台紙に貼り付けていくコラ

ージュ。今回のここトレでは自由にコラージュにチャレンジしてみましょう。切り抜きは前もって用意して

おきます。当日は、用意してある切抜きとは別に、切り抜いてもよい自分好みの古雑誌などあれば持参して

ください。出来上がったそれぞれの世界観をみんなで共有できればいいなぁと思っています。 

 

【日 時】  3 月 12 日(火) 

 プログラム①：１３：３０～１５：３０ 

 プログラム②：１６：００～１８：００ 

【場 所】 Ｃ３２(アカデミックルーム) 

※各回定員３名です。興味のある方はお早めに申込みをお願いします。 

※両方参加も、片方のみでも大丈夫です。 

           

 申込用紙は 1 階ラックにあります。詳細は 1 階受付まで。 

         

         



  

               

【日程】 

★初めての和食編 3月 13日(水) 10時 30分頃～ 

★初めてのパン作り編 3月 27日(水) 10時 30分頃～ 

※各回定員 5名とさせていただきます。 

※食材費は参加者で割ります(300円～500円程度)。 

【メニュー】 

★初めての和食編 

 ・魚の煮付け/お味噌汁/ご飯/小鉢 

★初めてのパン作り編 

 ・ロールパン/惣菜パン 

 

参加希望者は、申込書を記入して 1 階受付まで提出してく

ださい。 

 
問い合わせ：フェロー堀・1階受付  

 
 

 



  

   

 
 

 

 

 

 

 
ジオツアーとは、 

ジオ(「geo-」＝「地球の」「土地の」の意味を持つ)をテーマ 

にした旅。 

今回は東三河のジオサイトを訪れ、その独特の地形の成り立ち 

や歴史に迫ります！ 

鍾乳洞の観察や、鳳来寺山での地形・地質の観察などを行い、 

そこで見えたことを手がかりに、大地に起きた壮大な歴史を 

考察します！ 

 

地球の歴史を感じに、春の自然を満喫しに、出かけませんか？ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

問い合わせ：織田（フェロー） 

セミナーの概要 

 

実施日：３月１９日（火）～２０日（水） １泊２日 

参加費：１６，０００円程度の予定 

申し込み締め切り：２月２１日（木） 

※申し込み状況により変更する場合もあります。参加を検討しているが 

締め切りまでに決められないという方はスタッフまでご相談ください。 

参加者ミーティング・学習会：日時が決まり次第、掲示等でご連絡します。 

地球科学実験ラボ 

ジ オ ツ アー 

嵩山蛇穴
す せ じ ゃ あ な

・鳳来寺山へ 
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	『数学基礎』　(全１回)　　大内　講師
	日 時：３月１８日(月)　１１：２０～１２：２０　　Ｃ３１教室
	対 象：中学レベルの基本的な内容を扱います。そのあたりから取り組んでみたいと思う人はもちろん、
	数学が得意な人、好きな人も大歓迎です。
	内 容：「場合の数」(数学Ａの一分野)の初歩から高校数学を展望します(二項定理、微分など)。
	前提知識は個数のたしざん・ひきざんぐらいです。
	教 材：当日配付
	『数学学習ガイダンス』　(全１回)　　原田　講師
	日 時：３月２１日(木・祝)　１２:３０～１３:３０　　Ｃ５１教室
	対 象：2019年度COSMO名古屋校の「数学」講座を受講予定者。また、数学が苦手だという人、
	逆にもっと得意科目にしたいなど、講師のアドバイスを聞いてみたい人全員。
	内 容：受験期までに数学の力を養成するには何をどうしたらよいか、
	養った学力を定着させるためには何をどうしたらよいかといった学習方法についてお話します。
	教 材：当日配付
	『数学ＡＣ』　(全１回)　　大内　講師
	日 時：３月２０日(水)　３限　　Ｃ３１教室
	数学について質問や相談のある人は参加してください。
	国 語 総 合
	『国語総合～現代文入門』　(全２回)　　後藤　講師
	日 時：３月１２日(火)　１限　　Ｃ３１教室
	３月１３日(水)　１限　　Ｃ３１教室
	対 象：現代文の読解の基本を学びたい人
	内 容：文章を読むのに必要なのは、テクニックだと思っていませんか。実は違います。
	必要なのは、まずは「知識」と「経験」の蓄積です。この講座では文章を丁寧に読みながら、
	そのことを実感してもらいます。そして、一見簡単そうな文章の中にも実は奥が深いものがある
	ことを知ってもらいます。こうしたことを楽しみながらやりましょう。
	教 材：当日配付
	現 代 文
	『現代文』　(全１回)　　結城　講師
	日 時：３月１８日(月)　３限　　Ｃ４２教室
	対 象：2019年度COSMO名古屋校の現代文講座受講希望者。受験で現代文を必要とする人は
	もちろん、未定の人もぜひ受講してください。
	内 容：実際に問題を解いて、その解説をおこないます
	教 材：Ⅲ期のテキストを持参してください。ない方は貸し出します。
	『現代文学習ガイダンス』　(全１回)　　結城　講師
	日 時：３月１８日(月)　４限　　Ｃ４２教室
	対 象：受験で現代文を必要とする人はもちろん、そうでない人も受講してみてください。
	内 容：読解力はどのように養っていけばよいのか、具体的な問題を通して現代文の学習法を
	学びます。
	教 材：当日配付
	古 文
	『古文基礎』　(全１回)　　横井　講師
	日 時：３月１９日(火)　１１：２０～１２：２０　　Ｃ３１教室
	対 象：この４月、一から古文を学ぼうと考えている人、古文が苦手な人
	内 容：古文の文章に慣れることからから始めます。今後、大学受験する人、
	高卒認定試験を受ける人、とにかく「古文がわからない」という人のための入門講座です。
	教 材：当日配付。「古文サブテキスト」を持参してください（持っていない人は貸出します）。
	『古文受講ガイダンス』　(全１回)　　横井　講師
	日 時：３月２７日(水)　３限　　Ｃ５１教室
	対 象：2019年度COSMO名古屋校で古文を学びたい人で、自分は基礎か受験対策か、
	どちらの講座を受講すべきか迷っている人。現在の古文の実力を確認したい人。
	Ⅰ期の受講科目登録の指標となりますので、古文を受講する予定の方は出席してください。
	内 容：難易度の異なるいくつかの問題を解いて、古文の学力基盤があるかないかの確認をします。
	また、講座「古文ＡＣ」の授業の進め方や活用法などもお話します。
	教 材：当日配付
	化 学
	『化学学習ガイダンス』　(全１回)　　田中　講師
	日 時：３月２５日(月)　３限　　Ｃ３１教室
	対 象：2019年度COSMO名古屋校の「化学（理論分野）」「化学（有機・無機分野）」講座を
	受講予定の人。センター試験、高卒認定試験などで「化学基礎」を必要とする方に向けた
	内容も含んでいますので、ぜひ参加してください。
	内 容：それぞれの受験までに化学の力を養成するには何をどうしたらよいか、
	養った学力を定着させるためには何をどうしたらよいかといった学習方法についてお話します。
	教 材：当日配付
	世 界 史
	『世界史学習ガイダンス』　(全１回)　　奥野　講師
	日 時：３月２６日(火)　３限　　Ｃ４２教室
	対 象：大学受験や高卒認定試験で世界史が必要な人はもちろん、
	世界史の学習法が定まらない人など、関心のある人はぜひ出席してください。
	内 容：世界史の基本的な勉強方法について話をします。
	どんな方法がよいのか、もっとも効果的な学習法について言及します。
	日 本 史
	『試験タイプ別日本史学習法』　(全１回)　　玉上　講師
	日 時：３月２２日(金)　３限　　Ｃ４２教室
	対 象：大学受験や高卒認定試験で日本史が必要な人はもちろん、
	日本史の学習法が定まらない人など、関心のある人は出席してください。
	内 容：たとえば、センター試験と高卒認定試験の日本史では勉強法がやや異なります。
	この講座では、受ける試験のタイプに応じた効果的な学習法についてお話します。
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