
 
 

 ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 

冬の学習会のお知らせ  

～冬期期間<１２月９日(月)～１月１７日(金)>に行われる学習会の案内です～ 

 ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 

 

《Ⅱ期の授業の補講》 

 

『ENGLISH GRAMMAR』  １１月 ４日(月)   １限   Ｃ５１教室 

『ENGLISH GRAMMAR』  １２月１０日(火)   １限   Ｃ３１教室 

『数学ⅠＡ演習』       １１月２３日(土)   １限  C４２教室 

『化学（理論分野）』      １１月２３日(土)   ２限  C３１教室 

『COSMO ENGLISH(文法)』 １２月１０日(火)  ２･３限  C４２教室 

 

 

 Ⅲ期授業開講は１月２1 日(火)です  

 

 英 語   

『英語基礎』(全１回)                   西 講師 

日 時： １月１３日(月･祝) １２:２０～１３:２０  Ｃ３１教室 

内 容：追ってご連絡いたします。 

対 象：Ⅱ期に「COSMO ENGLISH(文法)」の授業を受講していた人やⅢ期にあらたに 

 受講する人など 

教 材：「COSMO ENGLISH 文法②」を持っている人は持参してください。 

 

『COSMO ENGLISH(文法)』(全１回)       西 講師 

日 時： １月 ９日(木)    ２限  Ｃ４２教室 

対 象：Ⅱ期に「COSMO ENGLISH(文法)」の授業を受講していた人 

内 容：Ⅱ期の総復習＆Ⅲ期の授業にもふれます。 

教 材：Ⅱ期のテキスト「COSMO ENGLISH 文法②」を持参してください。 

 

『ENGLISH UNIVERSE～英語長文読解～』(全３回) 伊藤 講師 

日 時：１２月２３日(月)  １･２限  Ｃ５１教室 



 
 

 １２月２４日(火)   １限  Ｃ５１教室 

  対 象：「ENGLISH UNIVERSE」受講者および入試の長文読解対策が必要な人 

内 容：長文の読解を通して、入試対策を図ります。 

教 材：事前配付。準備ができたら掲示にて告知します。予習して授業に臨んでください。 

 

『センター英語』(全１回)                趙 講師 

日 時：１２月１１日(水)   １限  Ｃ５１教室 

対 象：令和 2 年度センター試験英語を受験する人 

内 容：センター試験英語の対策をおこないます（リスニングを除く） 

 各テスト（６０分）＋解説講義（３０分）の実戦形式です（予定）。 

教 材：当日配付 

 

『センター英語リスニング』(全２回)     アイボリー 講師 

日 時：１２月 ９日(月)  ２･３限  Ｃ５１教室 

  対 象：令和 2 度センター試験リスニングを受験する人 

内 容：センター試験英語リスニングの対策をおこないます。 

教 材：当日配付 

 

『英語ＡＣ』(全４回) 

日 時：１２月１８日(水)   １２:３０～１４:００  １階講師ｽﾍﾟｰｽ    丹羽 講師 

 １２月２５日(水)   １２:３０～１４:００  １階講師ｽﾍﾟｰｽ    丹羽 講師 

 １月 ９日(木)           ３限  Ｃ３２教室       西 講師 

 １月１３日(月･祝)          ３限  Ｃ３２教室        西 講師 

内 容：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：１月１３日(月･祝)   １１:００～１２:００  Ｃ３１教室 

内 容：追ってご連絡いたします。 

対 象：Ⅱ期に「数学Ⅰ(基礎)」を受講していた人やⅢ期にあらたに受講する人など 

教 材：テキスト「数学Ⅰ(基礎)」を持参してください。 

 

『センター数学Ⅰ･Ａ』(全２回)           原田 講師 

日 時：１２月１９日(木)   １限  Ｃ４２教室 



 
 

 １２月２０日(金)   １限  Ｃ４２教室 

対 象：令和 2 年度センター試験数学Ⅰ･Ａを受験する人 

内 容：センター試験数学Ⅰ･Ａの対策をおこないます(１日目は数学Ⅰ、２日目は数学Ａ)。 

    各テスト(６０分)＋解説講義(３０分)の実戦形式です(予定)。 

 

『センター数学Ⅱ・Ｂ』(全２回)           横内 講師 

日 時：１２月１２日(木)   １限  Ｃ４２教室 

    １２月１４日(土)   １限  Ｃ４２教室 ※日程を変更して実施します 

対 象：令和 2 年度センター試験数学Ⅱ･Ｂを受験する人 

内 容：センター試験数学Ⅱ･Ｂの対策をおこないます(１日目は数学Ⅱ、２日目は数学Ｂ)。 

   各テスト(６０分)＋解説講義(３０分)の実戦形式です(予定)。 

 

『数学Ⅲ』(全６回)                    大上 講師 

日 時：１２月１６日(月)   ２限  Ｃ３１教室 

 １２月１７日(火)   ２限  Ｃ３１教室 

 １２月１８日(水)   ２限  Ｃ３１教室 

 １２月１９日(木)   ２限  Ｃ３１教室 

 １２月２０日(金)   ２限  Ｃ３１教室 

 １２月２１日(土)   ２限  Ｃ３１教室 

対 象：Ⅱ期に「数学Ⅲ」を受講していた人 

内 容：６回で「２次曲線」の範囲を履修します。 

教 材：数学Ⅲの教科書を持参してください。 

 

『数学学習会』(全２回) 

日 時：１２月 ９日(月)   １限  Ｃ４２教室    横内 講師 

 １２月１６日(月)   １限  Ｃ４２教室    横内 講師 

内 容：センターの実戦的な演習を中心におこなっていきます。 

 

『数学ＡＣ』(全２回) 

日 時：１２月１１日(水)   ３限  Ｃ３１教室    大内 講師 

     １月１６日(木)   ３限  Ｃ３１教室     大内 講師 

内 容：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   



 
 

『国語総合』(全２回)                  後藤 講師 

日 時： １月 ７日(火)    １限  Ｃ３１教室 

     １月 ８日(水)    １限  Ｃ３１教室 

対 象：Ⅱ期に「国語総合」を受講していた人 

内 容：７日は現代文、８日は古文を学習します。 

教 材：当日配付 

 

 現 代 文   

『センター現代文』(全２回)              結城 講師 

日 時：１２月２０日(金)  ３･４限  Ｃ５１教室 

対 象：令和 2 年度センター試験現代文を受験する人 

内 容：センター現代文の問題を解きます。テスト＋解説講義形式です。 

教 材：当日配付 

 

 古 文   

『古文基礎』(全１回)                                 横井 講師 

日 時： １月１５日(水)  １３:５０～１４:５０  Ｃ３１教室 

  対 象：古文を基本から学びたい人 

内 容：レギュラー授業の「古文(基礎)」よりも簡単なところ、古文の文章に慣れること 

    からから始めます。今後、大学受験する人でも、高卒認定を受ける人でも、 

 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。 

 

『センター古文』(全２回)                横井 講師 

   日 時：１２月１３日(金)  ３･４限  Ｃ５１教室 

 対 象：令和 2 年度センター試験の古文を受験する人 

内 容：センター試験対策をおこないます。テスト＋解説講義の形式です。 

教 材：当日配付 

 

『古文ＡＣ』(全１回)                 横井 講師 

日 時： １月１０日(金)    ３限  Ｃ３１教室 

内 容：講義ではなく質問会の形式になります。 

 古文について質問や相談のある人は参加してください。 



 
 

 物 理   

『物理 ～センター＆二次･私大対策～』(全４回) 中野 講師 

日 時：１２月１８日(水)  ３･４限  Ｃ３２教室 

 １２月１９日(木)  ３･４限  Ｃ３２教室 

  対 象：令和 2 年度センター試験物理を受験する人(「センター物理基礎」は対象外です 

 および二次・私大入試で物理が必要な人 

内 容：センター物理＆二次・私大入試対策をおこないます。 

教 材：事前配付。レギュラー授業最終講までに配付予定です。 

 

 化 学   

『化学(理論分野)』(全２回)              若原 講師 

日 時：１２月２１日(土)   ４限  Ｃ３１教室 

 １２月２５日(水)   ３限  Ｃ３１教室 

対 象：レギュラー授業「化学（理論分野）」を受講している人で、 

 大学受験で「化学」を必要とする人は参加してください  

内 容：Ⅱ期の授業の続きをおこないます。 

教 材：「化学」の教科書および「化学図録」 

 

『化学(有機・無機分野)』(全２回)          田中 講師 

日 時：１２月１６日(月)   ３限  Ｃ３１教室 

 １２月１７日(火)   ３限  Ｃ３１教室 

対 象：レギュラー授業「化学（有機・無機分野）」を受講している人で、 

 大学受験で「化学」を必要とする人は参加してください  

内 容：Ⅱ期の総まとめと入試対策に向けた演習をおこないます 

教 材：「化学」の教科書および「化学図録」 

 

 生 物   

『センター生物基礎』(全１回)            寺島 講師 

日 時：１２月１１日(水)   ２限  Ｃ４２教室 

対 象：令和 2 年度センター試験生物基礎を受験する人 

内 容：センター生物基礎(理科①)の範囲・内容を扱います。 

教 材：事前配付。予習して授業に臨んでください。「生物基礎」のテキストも要持参 

 



 
 

『センター生物』(全２回)               小川 講師 

日 時：１２月１０日(火)   ４限  Ｃ４２教室 

 １２月１７日(火)   ４限  Ｃ４２教室 

対 象：令和 2 年度センター試験生物を受験する人 

内 容：センター生物(理科②)の範囲・内容を扱います。 

教 材：事前配付(予定)。(事前配付の場合)予習して授業に臨んでください。 

「生物(解説編)」のテキストも要持参 

 

 世 界 史   

『世界史Ｂ』(全３回)                  奥野 講師 

日 時：１２月２１日(土)   ３限  Ｃ４２教室 

 １２月２３日(月)   ３限  Ｃ４２教室 

 １２月２４日(火)   ３限  Ｃ４２教室 

対 象：レギュラー授業「世界史Ｂ」を受講している人は参加してください 

内 容：近現代史の授業をおこない、受験までの総仕上げを図ります。 

教 材：Ⅱ期で使用の「センター試験世界史Ｂ」テキスト 

 

 日 本 史   

『日本史Ｂ』(全２回)                  玉上 講師 

   日 時：１２月１２日(木)   ２限  Ｃ３１教室 

 １２月１３日(金)   ２限  Ｃ３１教室 

対 象：レギュラー授業「日本史Ｂ」を受講している人は参加してください 

内 容：Ⅱ期授業の続きをおこないます 

教 材：「センター試験日本史Ｂ」および「日本史写真資料集（後期）」の各テキスト 

 

『日本史質問会』(全４回)               玉上 講師 

日 時：１２月１４日(土)   ２限  Ｃ４２教室 

 １２月２１日(土)   ２限  Ｃ４２教室 

  １月１１日(土)   ２限  Ｃ４２教室 

 １月１４日(火)   ２限  Ｃ４２教室 

内 容：日本史について質問や相談のある人は参加してください。 



☃♨✍☽✎❆☾✑☃♨✍☽✐❆☾✒☃♨✍☽✎❆☾✑☃♨✍☽✐❆☾✒ 

セミナー・イベント 
～ 〈10月下旬～12月〉に行われるセミナー・イベントの案内です～ 

✒☾❆✐☽✍♨☃✑☾❆✎☽✍♨☃✒☾❆✐☽✍♨☃✑☾❆✎☽✍♨☃ 
 
美ゼミセミナー 

室生寺へ行こう 
古文の横井講師と奈良県宇陀市の室生寺と室生山上公園芸術の森を訪れます。 
約 400段の石段を上がって、国宝五重塔や木造の釈迦如来立像を見学します。 

10月 27日(日) 
奈良県宇陀市 
室生寺＆室生山上公園芸術の森 
日帰り 

フェロー企画 

ソフトボール体験会 
名古屋市内の高畑グランドを借りて午後の半日、行います。 
応援での参加も大歓迎です。みなさんぜひ参加してください。 

11月 15日(金) ※休講日 
名古屋市  
高畑公園野球場 
日帰り 

地域探検 

横内ファームに芋を収穫に 
６月、横内ファーム（数学：横内講師の畑）に植えたサツマイモを収穫します。 

11月 17日(日) 
日進市 
日帰り 

フェロー企画 

コスモランチ会 
お昼ごはんを食べながらコスモについて、冬期についてお話ししましょう。 

(詳細は後日お知らせします） 

11月 22日(金)  
13:00～ 
コスモ館内 2F 
キッチン＆アトリエ 

地域探検 

秋の地球散歩 in 中津川 
地理の金野講師と地学基礎＆地球科学実験ラボの田島講師と共に中津川市を 
訪れ、この地域で起きた地球活動の歴史に注目し、探検します！ 

11月 24日(日) 
岐阜県中津川市 
中津川市鉱物博物館、坂下地区(阿寺断層) 
日帰り 

バイオサイエンス 

紅葉の里山・雑木林散策 
身近な自然：里山。落葉広葉樹の植樹を通して、里山の環境復元を考えてみよう。 
晩秋の猪高には楽しいことがいろいろあります。 

12月 8日(日) 
名古屋市名東区 
猪高緑地 
日帰り 

フェロー企画 

冬のラジオ体操 
冬に縮こまった身体をラジオ体操でほぐしましょう！ 

12月 12日(木)～ 
コスモ館内 2F C22  
サウンドスタジオ 

COSMO ENGLISH文法＆読解 

クリスマス英語学習会 
クリスマスにちなんだ英語の文章を読みます。場所、内容などは現在計画中です。 

（詳細は後日お知らせします） 

12月 12日(木) 
9:30～17:00頃 

コスモ合唱団 

COSMO クリスマスコンサート 
コスモ合唱団にゲスト２人を招き、素敵な歌を披露します。 

12月 14日(土) 
15:00～16:30 
コスモ館内 C31 

 



～ 横井講師と行く美ゼミセミナー ～ 

「室
む ろ

生
う

寺
じ

へ行こう」 
 

【日程】2019 年 10 月 27 日（日）※日帰り 

【行先】室生寺、室生山上公園芸術の森（奈良県宇陀市） 

【参加費】6,000 円（交通費、拝観料、入園料、保険代）※事前集金 

 

【案内】 

室生（むろう）の地は火山性地形のため、天然の奇岩や洞穴が多いところです。それ故、洞穴は竜穴（竜神の

住み家）として古くから信仰を集め、当地は祈雨や止雨の霊地とみなされたようです。室生寺の創建については、

奈良時代末期の宝亀年間（770 - 781 年）、興福寺の僧・賢璟（けんきょう／けんけい、714 - 793 年）によって

開かれたとされていますので、日本を代表する古刹（こさつ/古い寺の意）と言えるでしょう。 
山岳寺院を体感できる約 400 段の石段を上がれば、西暦 800 年頃に建立された「五重塔（国宝）」を見ること

ができます。この五重塔は法隆寺のそれについで日本で二番目に古いものです。この他にも「中尊 釈迦如来立

像（国宝）」など国宝や重要文化財登録されたものが多い寺院です。 
 

行程の説明を少しだけすると、「室生山上公園芸術の森」という公園で昼食を摂ります。この施設は世界的に

著名な芸術家・建築家である、ダニー・カラヴァンの手による設計です。錆びた鉄、むき出しのコンクリートは

螺旋、直線などの幾何学的なラインを用いつつも、芝生や木々など緑の植栽が調和して独特な空間を作り出して

います。「こんな不思議な公園が山の中に！」といったところが面白いかもしれませんね。 
 
【説明会】10 月 11 日、18 日（金）13:00～  アトリエにて 

※両日とも横井講師から「室生寺」についての解説があります。 
※行程などセミナーの概要をお伝えします。 

 

参加締切：10 月 23 日（水） ※参加費（６,０００円）、参加同意書の提出期限となります。 

問い合わせ：榊原（さかきばら） 

   



     
       日時：１１月１５日(金) １２:００コスモ集合 

           13:00 スタート ～16:０0 頃終了予定（現地解散） 

 

 

      

 

 

                                   

 

 

 

持ち物：グローブ（有る人は必ず） 飲食物・帽子 

交通費：地下鉄東山線・亀島⇒高畑（240 円･片道） 

場所：高畑公園野球場                                 

 

初めての人でもキャッチボールから親切丁寧にお教え致します。 

応援だけの参加・見学だけもいいですよ♪ 
 

詳しくは 教務：瀬口 フェロー：越智・堀 まで  

※緊急連絡先は、後日参加者に伝えます 

 

高畑公園野球場 
地下鉄東山線「高畑駅」下車 徒歩５分 

 

 

 

 



記

2019/１１/１７

9:00　名古屋駅金時計 集合

10:00　米野木駅着

参加講師 ： 横内 久幸

参加費 ： 　交通費 1140 円 （名古屋～米野木駅往復）

６月に横内ファームにて、 サツマイモ苗を植えた企画があったことを

あなたはご存知でしょうか。 あれから、 ４ヶ月ほど経ちましたので、

いよいよ収穫の時期となりました。 今年の夏も本当に暑かったですが、

その時期を乗り越えたさつまいもはいまどのような状態にあるのでしょう

か？植え方の違いによる、 芋の成り方の違いも確認をしてみたいと思

います。 収穫の喜びは、 植える作業を経て、 ともに収穫することで

分かち合えるものでないかと私は考えています。 創造するもの、

収穫するもの、 祝祭をするものと私は友となりましょう。

芋を収穫に
横内ファーム
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行くよ

問合せ ： フェロー楠 正博

数学講師の

日

に



 

 

Ⅱ期がはじまって１ヶ月と少し、新しい時間割、授業には慣れましたか？ 

いつもはお昼ごはんをどこで食べていますか？ 

教室で食べたり、ソファのところで食べたり、外に出かけたり、 

といろいろだと思います。 

たまにはいつもと違ったところで食べてみませんか？ 

ということでランチ会を開きます。 

午前中に授業がない人は準備のお手伝いもしてみませんか？ 

お昼休みの時間にごはんを食べながら 

コスモのこと、冬の行事についても少し話をする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※詳細は連絡会、掲示でお知らせします。 
お問い合わせ：フェロー石川 

日 程  ： １１月２２日（金）  

時 間  ： １３：００～ 

場 所  ： キッチン、アトリエ 

内 容  ： お昼ごはんを作って一緒に食べる 

メニュー：  検討中です。おすすめのメニューがあったら教えてください。 

持 ち 物： エプロン（準備を手伝ってくれる人） 

参加費用： ２～３００円です（材料費を参加者でわります） 

申し込み〆切：決まったらお知らせします。 

 

来てみてね 



 

地域探検 

 
 
 
 
 
 
 

実施日：２０１９年１１月２４日（日） 日帰り 

行き先：
 

今回の地域探検は“地球散歩”。 
秋の中津川市を訪れ、この地域に起きた地球の活動の歴史に注目して、探検します！ 
中津川市には阿寺断層という、日本有数の活断層があり、その他にも河岸段丘などの特徴的地
形が見られます。今回は坂下地区で、断層や段丘により作り出された地形を探して観察し、大
地に何が起こったのか、その歴史をひも解きながら歩きます！ 
また、鉱物の産地でもある中津川。 
今回は中津川市鉱物博物館にも訪れ、展示の見学や、砂の中から煙水晶（スモーキークォーツ）

を探す「ストーンハンティング」にも挑戦しますよ！ 
中津川の大地の歴史。さあ、どんな物語が見えてくるでしょうか！！ 

  

 

 

 

 

講 師 ：金野講師（地理）、田島講師（地学） 
  

問い合わせ：高橋、織田 

紅
葉
の
秋
、 

鉱
物
の
秋
。 博物館の建築デザインに秘められた 

意味とは･･･？ 

【   行   事   の   概   要   】 

実 施 日 ：２０１９年１１月２４日（日） 

（集合時刻：８時 ／ 解散時刻：１８時半頃予定 ） 

行 き 先 ：中津川市鉱物博物館、坂下地区 

参 加 費 ：６，０００円程度（交通費） 

申込締め切り ：１１月１４日（木） 
 



12 月８日(日)  

 

 

 

 

 

  身近にある豊かな自然：里山。 

落葉紅葉樹の植樹を通して、里山の環境復元を考えてみよう。 

そして、雑木林に囲まれた｢塚の杁池｣には､シベリアから渡ってきたホシハジロ達が 

翼を休め､梢には冬鳥のジョウビタキが餌を探しています。 

我々も､誰も来ない�秘密基地の陽だまりで､猪汁を作って昼ごはんとしましょう。 

晩秋の猪高には楽しいことが色々・・・！一緒に 

 

場所：名古屋市名東区猪高緑地 

集合：９：００ 名古屋駅 金の時計前 

解散：17時頃 名古屋駅予定 

地下鉄 名古屋駅 ⇔ 本郷 

参加費：交通費 \ 6２0 + 食材費 

参加締め切り 12月 4日（水） 

参加者ＭＴ12月４日（水）13時30分 Ｃ２１ 

 

問い合わせ：堀まで. 

 



 

 

 

 

 

【日時】 

 12月 12 日(木) 11：20～ ／ 12 月 17 日(火) 11：20～ 

 12 月 18 日(水) 10：15～ ／  1 月  8日(水) 10：15～ 

1 月  9 日(木) 10：15～ ／  1 月 15 日(水) 10：15～ 

1 月 16 日(木) 10：15～ 

【場所】 Ｃ２２(サウンド) 
 

              

 

★申込みは不要です。 

★参加する方は、動きやすい服装で来てください。 

★汗を拭くタオル等も持ってきてね。 

★日時は変更になる場合があります。その際は掲示でお知らせします。 



  
  

１２月になって、コスモが冬休みになったら、クリスマス英語学習会を行ないます。 
これから英語の勉強にチャレンジしてみようかなという人、英語はどうしても苦手だなあとい
う人におすすめです。 
“クリスマス”と名前につくように、この日にはクリスマスにちなんだ英語の文章を読んでみ
ます。 
クリスマスにちなんだものも手作りしてみますよ。 
よかったら参加してみませんか？ 
 
日 程：１２月１２日（木） 
時 間：９:３０集合 

             ～１７:００頃解散（予定） 
内 容：学習会①・②、クリスマス会 
参加講師：西、カレン 
参加予定フェロー：榊原、楠、石川 
場所・参加費用：詳細が決まったらお知らせします。 

 
申し込み〆切：１２月３日（火） 
お問い合わせ：フェロー榊原、楠、石川 

 
 
 
 
 
 
 
 

※詳細は決まりましたら、COSMO ENGLISH 文法、COSMO ENGLISH 読解の授業の時、 
連絡会、掲示などでお知らせしていきます。 

クリスマス英語学習会の説明会 

①１１月１４日（木）、②１１月１８日（月） 

１３：００～  C２１（アトリエ） 

①②どちらかに出てみてください。 



2019 年度 V.O.C（コスモ合唱団）主催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハイ、COSMO 生の皆さん、お元気ですか！！ 
昨年から引き続き、今年も COSMO クリスマスコンサートをやります。 

普段、なかなか合唱団の歌を披露することはできませんが、今回コスモで歌い

ますのでこの機会に聴きに来てください。もちろん無料だよ。 
なお、当日は、ゲスト 2 人をお迎えして素敵な歌を披露してもらおうと考え

ています。団員一同、お待ちしています。 
 

日時：2019 年 12 月 14 日（土）15：00 開演～16：30 終了 

場所：C31 教室 

《入場無料》 

問合せ：フェローおちまで 
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