
☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 

夏の学習会 

～夏休み期間<７月１１日(木)～８月３１日(土)>に行われる学習会の案内です～ 

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 

《Ⅰ期の授業の補講》 

『ENGLISH GRAMMAR』          ７月１１日(木)   １限 C４２教室 

『COSMO ENGLISH(文法)』    ７月１１日(木)  ２･３限  C４２教室 

 

《高卒認定試験『科学と人間生活』対策講座》 

高卒認定試験で『科学と人間生活』を受験する人は、必ず下記分野をすべて受講してください。 

また、当日は『科学と人間生活』の教科書を持参してください。 

まだ、もらってない人は担当フェローに申し出てください。 

『物理分野』 小林 講師 

日 時：７月１５日(月･祝) ３限･４限  Ｃ３２教室 

内 容：物理分野は「熱」と「光」です。 

「熱」も「光」も、身の回りにはこれら関する多くの現象があります。そこで、 

 できるだけ身近な現象をとりあけながらこの分野を理解できるような講座にします。 

『化学分野』 若原 講師 

日 時：７月１３日(土)  １限･２限   Ｃ４２教室 

内 容：化学分野では、金属やプラスチックの性質とその再利用、および衣料と食品について 

 学習します。身近な物質の性質や特徴を化学の立場から理解することは大変重要です。 

 わかりやすく解説します。過去問から傾向対策もおこないます 

『生物分野』 寺島 講師 

日 時：７月１７日(水)  ２限･３限   Ｃ４２教室   

なお 7/10(水)２限のレギュラー授業「生物基礎」では『科学と人間生活』の生物分野と

重複する範囲を扱います。ついては 7/10(水)２限「生物基礎」にも出席してください。 

内 容：植 物 光合成に必要なエネルギーとしての光の動きに関して、葉緑体や光合成 

 色素の動き、光の強さと光合成との関係などを扱う。 

 また、植物が光の方向へ屈曲することや昼夜の長さの変化に応じて花芽を 

 形成することにも触れる。 

 動 物 光の刺激に対する反射や走性などの生得的行動、及び生物発光と行動との 

 かかわりを扱う 

 ヒ ト 目の基本的な構造及び脳で視覚の感覚が生じることを扱う 



『地学分野』 田島 講師 

日 時：７月１６日(火)    ３限   Ｃ４２教室 

  ７月１８日(木)    ３限  Ｃ４２教室 

《高卒認定試験対策講座》 

『数学』    大内 講師 

日 時：７月１６日(火)    ２限  Ｃ３１教室 

教 材：「数学Ⅰ(基礎)」のテキストを持参してください 

『生物基礎』 寺島 講師 

日 時：７月１８日(木)    ２限  Ｃ４２教室 

教 材：当日配付。「生物基礎」のテキストも持参してください 

《学習会》 

 英 語  

『英語基礎』        (全１回)                西 講師 

日 時：８月１０日(土)    １４:４５～１５:４５  Ｃ４２教室 

対 象：夏に英語の下記分野の基礎固めや復習をおこないたい人全員 

内 容：英文法の基礎的な事項を扱います 

教 材：当日配付 

『COSMO ENGLISH(読解)』(全１回)         アイボリー 講師 

日 時：７月２６日(金)     ２限  Ｃ４２教室 

対 象：レギュラー授業「ＣＯＳＭＯ ＥＮＧＬＩＳＨ(読解)」の受講者など 

受講者以外の人でも夏に英語をたくさん読みたい人はぜひ出席してください 

内 容：「ＣＯＳＭＯ ＥＮＧＬＩＳＨ(読解)」のレベルで新しい内容の文章を読みます 

教 材：当日配付 

『ENGLISH UNIVERSE～文法＆長文読解』(全３回)  伊藤 講師 

日 時：８月 １日(木)    ２限  Ｃ４２教室 

  ８月 ２日(金)    ２限  Ｃ４２教室 

  ８月 ５日(月)    ２限  Ｃ４２教室 

対 象：『ＥＮＧＬＩＳＨ ＵＮＩＶＥＲＳＥ』や『ＥＮＧＬＩＳＨ ＧＲＡＭＭＡＲ』の受講者、

大学受験科受講者など 

内 容：今年度大学受験をする人に向けて、文法および長文読解をおこないます 

教 材：事前教材配付。１階カウンターに設置しますので、予習して授業に臨んでください 



『英語ＡＣ』      (全４回)   

日 時：７月１１日(木)    ４限  Ｃ３２教室            西 講師 

 ７月２６日(金)    ３限   Ｃ３２教室        アイボリー 講師 

 ７月３１日(水) １２:３０～１４:００  １階講師スペース     丹羽 講師 

 ８月１０日(土) １６:００～１７:３０     Ｃ３２教室      西 講師 

内 容：英語の質問どうぞ！ 

 

 数 学  

『数学基礎』      (全１回)               大内 講師 

日 時：８月１２日(月・振)  １１:２０～１２:２０ Ｃ３１教室  

対 象：「数学Ⅰ(基礎)」受講者 

教 材：「数学Ⅰ(基礎)」のテキスト 

 

『数学Ⅰ』       (全２回)               原田 講師 

   日 時：７月２９日(月)     ３限  Ｃ４２教室 

  ７月３０日(火)     ３限  Ｃ４２教室 

対 象：レギュラー授業「数学ⅠＡ」の受講者は参加してください 

内 容：「２次関数」を扱います 

教 材：「数学Ⅰ」の教科書  

 

『数学Ａ』       (全２回)               原田 講師 

   日 時：８月１２日(月･振)    ３限  Ｃ４２教室 

  ８月１３日(火)     ３限  Ｃ４２教室 

対 象：レギュラー授業「数学ⅠＡ」の受講者は参加してください 

内 容：「確率」を扱います 

教 材：「数学Ａ」の教科書  

 

 

『数学Ⅱ』       (全２回)              横内 講師 
   日 時：８月１４日(水)    ２限  Ｃ４２教室 

  ８月１５日(木)     ２限  Ｃ４２教室 

対 象：レギュラー授業「数学ⅡＢ」の受講者は参加してください 

内 容：「微分･積分」を扱います 

教 材：「数学Ⅱ」の教科書 

 

 



『数学Ｂ』       (全２回)                横内 講師 

   日 時：８月１６日(金)    ２限  Ｃ４２教室 

  ８月１７日(土)     ２限  Ｃ４２教室 

対 象：レギュラー授業「数学ⅡＢ」の受講者は参加してください 

内 容：「ベクトル」を扱います 

教 材：「数学Ｂ」の教科書 

 

『数学Ⅲ』       (全５回)               大上 講師 

日 時：８月 ８日(木)    ２限  Ｃ３１教室 

  ８月 ９日(金)   １･２限  Ｃ３１教室 

  ８月１０日(土)   １･２限  Ｃ３１教室 

対 象：レギュラー授業「数学Ⅲ」受講者は必ず受講してください。 

内 容：「数学Ⅲ」の「複素数平面」を扱います 

教 材：「数学Ⅲ」の教科書 

『数学ＡＣ』      (全１回)   

日 時：８月 ５日(月)     ３限  Ｃ３１教室           大内 講師 

内 容：数学についてのあらゆる質問を受け付けます 

 

 現 代 文  

『現代文』       (全１回)               結城 講師 

日 時：７月１９日(金)    ２限  Ｃ４２教室 

対 象：「現代文」の受講者 

内 容：Ⅰ期の総まとめとして、文章読解とその解説講義をおこないます  

教 材：当日配付 

 

 古 文  

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

日 時：８月２２日(木)    １５:００～１６:００ Ｃ３１教室 

  対 象：古文が苦手な人！ 

内 容：まずは、古文の文章に慣れることから始めましょう！大学受験する人でも、高卒認定

を受ける人でも、とにかく「古文がわからん」という人の為の入門講座です  

教 材：当日配付 

 

 

 



『古文』        (全２回)               横井 講師 

日 時：８月 １日(木)    ３限  Ｃ４２教室 

    ８月 ２日(金)    ３限  Ｃ４２教室 

  対 象：レギュラー授業の「古文」を受講している人、など 

内 容：古文の読解とその解説講義をおこないます 

教 材：当日配付 

 

『古文ＡＣ』      (全１回)               横井 講師 

日 時：８月２２日(水)    １６:２０～１７:５０  Ｃ３１教室 

内 容：実際の入試問題にチャレンジする実戦的な授業です。解説講義もおこないます。 

 

 物 理  

『波動分野』      (全６回)               中野 講師 

日 時：８月１９日(月)  ３限･４限  Ｃ３２ 

   ８月２０日(火)  ３限･４限  Ｃ２１アトリエ…この日だけ教室が異なります。 

    ８月２１日(水)  ３限･４限  Ｃ３２ 

  対 象：レギュラー授業「物理」を受講している人は参加してください 

内 容：「波動」分野をとりあげます。波動分野をマスターするコツを教えます   

教 材：事前に別途テキストを配付します 

「物理(受験)―上―」のテキストも持参してください 

 

『電磁気分野』     (全４回)               中野 講師 

日 時：８月２３日(金)  ３限･４限  Ｃ３２ 

       ８月２４日(土)  ３限･４限  Ｃ３２ 

対 象：レギュラー授業「物理」を受講している人は参加してください  

教 材：「物理(受験)―上―」のテキストを持参してください 

    

 化 学  

『化学(理論分野)』     (全２回)              若原 講師 

日 時：７月２５日(木)   ２･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：Ⅰ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：７月２９日(月)     ４限  Ｃ３１教室 

 ７月３０日(火)     ４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：Ⅰ期「有機」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」 

 

 世 界 史  

『世界史Ｂ』      (全２回)               奥野 講師 

   日 時：８月１５日(木)    ３限  Ｃ４２教室 

  ８月１６日(金)    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：Ⅰ期の授業の続きをおこないます 

教 材：「センター試験世界史Ｂ」のテキスト 

 

 日 本 史  

『日本史Ｂ』      (全２回)               玉上 講師 

   日 時：７月２２日(月)    ２限   Ｃ３１教室 

  ７月２３日(火)    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：Ⅰ期の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（前期）」の各テキスト 

 

『日本史質問会』    (全３回)               玉上 講師 

日 時：７月２４日(水)    ２限  Ｃ３１教室 

    ７月３１日(水)    ２限  Ｃ３１教室 

     ８月２６日(月)    ２限   Ｃ３１教室 

内 容：日本史の質問会です。日本史について質問・相談したい人は参加してください。 



                                  

 

 

 

 

 

 

☀夏のセミナー、特別行事☀ 
 

夏期に行われるセミナー、行事などの一覧です 

 

 セミナー・特別行事は、どれも計画進行中です。 

 計画決定した行事は、この冊子で案内しています。 

また、１階掲示ボードやチラシなどでも詳細をお知らせしています。 

３階廊下のゼミ掲示板にも案内があります。 

 

 行事は、説明会や事前学習会、参加者ミーティングなどを実施するものがあります。 

担当スタッフにお尋ねください。 

 行事に参加する場合、事前申込と参加費が必要なものがあります。 

詳細はチラシをご覧ください。担当スタッフにもお尋ねください。 

 

 行事は、内容が一部変更になることがあります。 

 行事によっては、規定の定員に達しない場合、実施を取りやめることがあります。 

 台風や地震等の天災その他、危険があると判断した場合は中止・延期になることがあ

ります。 

 



＜夏休み期間中のセミナー・行事一覧表＞ 

 

セミナー・行事名 実施日 行き先・会場 講師 スタッフ 

ランチ会 
６月 27 日 

13：０0～ 

コスモ館内・Ｃ21（アトリエ） 
生活や授業には慣れましたか？たまにはみんな

でごはんを食べませんか。当日はコスモの夏の行

事についても話をする予定です。 

― 石川 

現代文 

現代文特別授業 

7 月 19 日 
13：５0～        

1６：０0 

コスモ館内 
（教室は後日ご連絡します） 

現代文の設問作成に挑戦します（予定） 

結城 石川 

カウンセリングルーム 

ここトレ No.１ 
～心理教育プログラム～ 

7 月２３日 
13：３0～        

1８：０0 

コスモ館内・C32 
●プログラム①「みんなで認知再構成」 

●プログラム② 

「コラージュで自己表現 

～non-verbal communication」 

野田 高橋 

バイオサイエンス 

セミナー奥琵琶湖ＣＡＭＰ 
８月 9 日 

～10 日  

琵琶湖・寿ヶ浜（長浜市湖北町） 
陸続きの湖岸でありながら、船を使わなければ行

けない秘境(?)でキャンプをします。 

寺島 堀 

特別授業 

現代における新聞報道の役割 
～ レクチャー＆ワークショップ ～ 

８月上～中旬 
(現在調整中) 

         コスモ館内 

情報リテラシーの観点から、「現代における新聞

報道の役割」を新聞社の現役デスクの方に語って

いただきます。 

このレクチャーに加えてワークショップ形式での

「新聞紙面作成」を計画しています。 

特別 

講師 
榊原 

カウンセリングルーム 

ここトレ No.2 
～心理教育プログラム～ 

８月２０日 
13：３0～        

1８：０0 

コスモ館内・C32 
●プログラム① 

「ダンカイテキバクロと行動実験のはなし」 

●プログラム② 

「コラージュで自己表現 

～non-verbal communication」 

野田 高橋 

コスモ合唱団 

セミナー 加子母 
８月 21 日 

～23 日  

岐阜県・加子母（岐阜県中津川市加子母） 
V.O.C（コスモ合唱団）では、この夏、岐阜県は中

津川市加子母にて 2 泊 3 日の合宿をします。 

みんなで歌うばい！ 

森井 越智 

地域探検 

裁判所見学 
８月 21 日 

名古屋地方裁判所（名古屋市） 

「司法権」をテーマとし、現憲法下における司法制

度の現状視察を目的に、名古屋地方裁判所を見

学、刑事裁判を傍聴します。 

宮崎 

玉上 
楠 

地球科学実験ラボ 

セミナー 夏の天体観測 
８月 28 日 

～29 日  

おんたけ休暇村（長野県木曽郡王滝町） 

御嶽山の麓、標高 1450ｍにある「おんたけ休暇

村」で天体観測や自然観察をします！（星座の移

り変わりをじっくり眺めたり、澄んだ空気の中で散

策したり。）星空や緑に囲まれて、夏のひと時を過

ごしませんか？ 

田島 織田 

夏の料理教室 
８月 30 日 

11：00～

14：00 

コスモ館内・キッチン 
夏野菜と疲労回復に効果があるビタミンＢ１が豊

富な豚肉を使ったアレンジ料理を作ります。 

料理初心者でも大丈夫ですよ！ 

― 堀 



 

コスモランチ会のお知らせ 
 

 

 

２０１９年度も４月に授業が始まり、まもなく２ヶ月になります。 

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。 

ごはんを食べながら、コスモの夏の行事についても少し話をする予定です。 

日時・場所などは下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ：フェロー石川 

日 程：6 月 27 日（木） 

時 間：13:00～（30～40 分くらい） 

場 所：コスモ 2 階 Ｃ２１アトリエ 

持ち物：夏の案内、お昼ごはん 



【現代文特別授業】 ～自分で現代文の問題を作る～ 

     

●ねらい：自分自身が現代文（評論文）の問題を作成し出題者の意図や狙いなどを体験

し、解答するだけの立場(受験生の立場)を冷静に見つめなおす。また、問題を作るプ

ロの視点やポイントを知ることにより今後の自分の現代文の“読み”に活かす。 

  

●日 時：２０１９年７月 ８日（月） １５：４０～  ※課題説明と課題配付 

                （現代文ＡＣの時間）（Ｃ４２教室） 

         ７月１９日（金） １３：５０～１６：００頃 ※講評 

●場 所：河合塾コスモ 名古屋校 Ｃ４２・Ｃ２１ 

                （下記スケジュールをご覧ください） 

●対 象：文系・理系を問わず参加したい人 

●スケジュール  

・７月８日(月) １５：４０～ Ｃ４２教室にて 

講座の概要ポイント説明と課題を配付しますので必ず参加してください。 

授業が重なっていて参加できない方はご相談ください。 

 

・７月１９日（金） C２１教室（アトリエ）にて 

１３：５０  集合 

１４：００  結城講師からの講評開始（途中休憩時間１０分程度あり） 

１６：００頃 終了・解散（予定） 

 

●持ち物 

① 現代文特別講座の課題 

② 筆記用具・ノート(メモ帳) 

●申し込み〆切 

 ７月 ８日（月） 

 

※問い合わせ・申し込みはフェロー石川まで 

 
 
 
 
 



カウンセラー特別企画第５弾 

 

～心理教育プログラム～ 

今回は３つのプログラムを用意しました。３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４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。 

◆ ７月２３日(火)    プログラム① １３：３０～１５：３０ 

プログラム② １６：００～１８：００ 

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。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。 

◆ ８月２０日(火)    プログラム① １３：３０～１５：３０ 

プログラム② １６：００～１８：００ 

プログラム①「ダンカイテキバクロと行動実験のはなし」 

自分ではちょっと苦手だな、と思うことに少しずつチャレンジしながら不安を自信に変えていく段階的暴

露と行動実験について説明します。 

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

7 月 23 日(火)と同じ内容です。 

                        

 

【場所】 Ｃ３２(アカデミックルーム) 

※各回定員４名です。先着順で締め切りますので興味のある方は早めに申込みをしてください。 

申込用紙は1階ラックにあります。詳細は1階受付まで。 



バイオサイエンス 

 

 
 

日 時：   ２０１９年 ８月 ９日（金） ～ ８月１０日（土） 

行 先：   琵琶湖・寿ヶ浜（滋賀県長浜市湖北町） 

行 程：   1 日目：寿ヶ浜上陸、テント設営、釣り、水泳、散策など 

            2 日目：テント撤収、帰路へ 

    

参加費用：  15,000 円 ほどを予定（内訳（交通費・宿泊費など）） 

（締め切り後金額が確定します） 

参加講師：  寺島講師（バイオサイエンス・生物基礎） 

参加フェロー：堀 

参加〆切：  ７月１３日（土） 

 

 

問い合わせ：堀（フェロー）  

 



特別授業 

「現代における新聞報道の役割」 

～ レクチャー＆ワークショップ ～ 

 

日程：８月上～中旬（現在調整中） 

内容：情報リテラシーの観点から、「現代における新聞報道の役割」を新聞社の現役デスク

の方に語っていただきます。このレクチャーに加えてワークショップ形式での「新聞紙面

作成」を計画しています。 

 

参加費用：無料 

その他：説明会を予定しています。  

 

案内文： 

「あなたは日常、新聞を読んでいますか？」 

私がこの質問を数人のコスモ生にしたところ「いや僕はネットの『ニュースまとめサイト』

を読んでいる」「そもそも自宅では新聞を購読していない」「難しくて興味ないなぁ」など

の声を聞きました。 

新聞の定期購読の是非はともかくとして、急速に変化し続ける現代において、「社会を知る

手立て」として、ある種の報道/情報に自らの観点で向かい合うことは避けることができま

せん。 

「どの情報を信じていいの？」 

そんな言葉も聞きました。これはとある男子生徒の発言ですが、同じように思っているの

は、彼だけではないと感じています。 

自分自身を見つめる作業も大切です。同様に社会を見つめることも等価だと考えています。 

 

お問い合わせ：榊原 

 

 



 

2019・加子母（かしも）で歌おう合宿 
 

 

 

V.O.C（コスモ合唱団）では、この夏、岐阜県は中津川市加子母にて 2 泊 3

日で合宿します。サンボマスターがサマーソニック 2019 で♪できっこないを

やらなくちゃ♪を歌うなら、僕たち V.O.C（コスモ合唱団）は、“ふるさとを

愛するココロ”を持とうとメッセージを込めて♪ふるさと♪の歌を合唱しまし

ょ！！そんでもって、これを機会に合唱団に入るもよし、この夏の愉しい思い

出を創るもよし、みんなで歌うばい。 

 

 

「帰ろう 加子母 ふるさとへ」 作：加子母小学校児童 

            曲：原 優美 

 

あの山に 登ったかい いつも見てる あの山へ 

ひのきの森をぬけ 見下ろせば 私達の里 ふりそそぐ陽の光 

帰ろう 帰ろう かしもへ帰ろう 

帰ろう 帰ろう ふるさとへ 

 

 

 

日 時：2019 年 8 月 21 日（水）～23 日（金） 2 泊 3 日 

行 先：岐阜県中津川市加子母地区 

費 用：12,500 円程度 

（交通費、宿泊費、食費、雑費/コスモで事前徴収）+各自分 

内 容：①歌を歌う 

②地元の合唱団との練習・デイサービスセンターで発表 

③団員同士の親睦 

参加講師：森井 綾子  

参加フェロー：越智 靖之 

参加〆切：7 月２０日（土） 

 

※ 参加申し込み、問合せは、フェローおちまで 

 





夏  の  天  体  観  測   

セ  ミ  ナ  ー    

お  ん  た  け へ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※写真は2017度夏季セミナー（伊豆大島）で撮影したものです。おんたけ休暇村も天体観測に最適な場所ですよ！ 

 
今回訪れる地は、御嶽山の麓、標高１４５０ｍにある「おんたけ休暇村」。 
豊かな緑、澄んだ空気の中で、自然観察や天体観測をしたいと思います！ 
名古屋などの都市部と比べ、“光害”が少ない「休暇村」。晴れたら、夜空には満天の星が広がることでしょう！ 
星座の移り変わりをゆっくり眺めて、地球の自転を感じてみる。 
望遠鏡で星をのぞいて、宇宙の広さを感じてみる。 
そんな体験ができるかもしれませんね。 
星空や緑に囲まれて夏のひと時を過ごしませんか？ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

問い合わせ：織田（フェロー） 

実施日：8月28日（水）～29日（木） 1泊2日 

行き先：おんたけ休暇村（長野県木曽郡王滝村） 

★★★ 『夏の天体観測セミナー おんたけへ』セミナー概要 ★★★ 

 

実施日：8月28日（水）～ 29日（木）1泊2日 

行き先：おんたけ休暇村キャンプ場（長野県木曽郡王滝村） 

参加費：15,000円程度の予定 

申し込み〆切：7月25日（木） 

       ※申し込み状況により、前後することがあります。 

参加を考えている人は早めに申し込み（または相談）をしてくださいね。 

説明会：7月4日（木）13:00～13:30頃 C32教室    

※追加実施する場合は、掲示等でお知らせします。 

事前学習会：決まり次第、掲示等でお知らせします。 



   

～夏バテ解消レシピ～ 
 

まだまだ暑い日が続きますが、みなさん夏バテはしていま

せんか？今回は、今が旬の夏野菜と疲労回復に効果がある

ビタミンＢ１が豊富な豚肉を使ったアレンジ料理を作りま

す。料理初心者でも大丈夫ですよ！ 
 

【 日 時 】 ８月３０日(金) 11:00～14:00(予定) 

【メニュー】 ・生春巻き (そうめんを使った生春巻きに挑戦します) 

                  ・夏野菜と豚肉のマリネ        

              

 

※定員 5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。 

※食材費は参加者で割ります(300円～500円程度)。 
参加希望者は、申込書(1階ラックにあります)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 
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	物 理
	『波動分野』　　　　　　(全６回) 　　　　　　　　　　　　　 中野 講師
	日 時：８月１９日(月)　 ３限･４限　　Ｃ３２
	８月２０日(火)　 ３限･４限　　Ｃ２１アトリエ…この日だけ教室が異なります。
	８月２１日(水)　 ３限･４限　　Ｃ３２
	対 象：Uレギュラー授業「物理」を受講している人は参加してください
	教 材：事前に別途テキストを配付します
	「物理(受験)―上―」のテキストも持参してください
	『電磁気分野』　　　　　(全４回) 　　　　　　　　　　　　　 中野 講師
	日 時：８月２３日(金)　 ３限･４限　　Ｃ３２
	８月２４日(土)　 ３限･４限　　Ｃ３２
	対 象：Uレギュラー授業「物理」を受講している人は参加してくださいU
	教 材：「物理(受験)―上―」のテキストを持参してください
	化 学
	『化学(理論分野)』　　   (全２回) 　　　　　　　　　　　　　若原 講師
	日 時：７月２５日(木) 　　２･３限　　Ｃ３１教室
	『化学(有機･無機分野)』 (全２回) 　　　　　　　　　　　　　　田中 講師
	日 時：７月２９日(月) 　　　 ４限　　Ｃ３１教室
	７月３０日(火) 　　　 ４限　　Ｃ３１教室
	世 界 史
	『世界史Ｂ』　　　　　　(全２回) 　　　　　　　　　　　　　 奥野 講師
	日 時：８月１５日(木)　　　　３限　　Ｃ４２教室
	８月１６日(金)　　　　３限　　Ｃ４２教室
	対 象：U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：Ⅰ期の授業の続きをおこないます
	教 材：「センター試験世界史Ｂ」のテキスト
	日 本 史
	『日本史Ｂ』　　　　　　(全２回) 　　　　　　　　　　　　　 玉上 講師
	日 時：７月２２日(月)　　　　２限  　Ｃ３１教室
	７月２３日(火)　　　　２限 　 Ｃ３１教室
	対 象：U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：Ⅰ期の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（前期）」の各テキスト
	『日本史質問会』　　　　(全３回) 　　　　　　　　　　　　　 玉上 講師
	日 時：７月２４日(水)　　　　２限　　Ｃ３１教室
	７月３１日(水)　　　　２限　　Ｃ３１教室
	８月２６日(月)　　　　２限 　 Ｃ３１教室
	内 容：日本史の質問会です。日本史について質問・相談したい人は参加してください。

	0 夏　セミナー 
	 計画決定した行事は、この冊子で案内しています。
	また、１階掲示ボードやチラシなどでも詳細をお知らせしています。
	３階廊下のゼミ掲示板にも案内があります。
	 行事は、説明会や事前学習会、参加者ミーティングなどを実施するものがあります。
	担当スタッフにお尋ねください。
	＜夏休み期間中のセミナー・行事一覧表＞

	1 ランチ会　お知らせ　2019　6月
	2 現代文特別講座　2019　7月
	3 ここトレ案内
	4 バイオ琵琶湖 
	5 特別授業「報道」
	6 加子母合宿　案内文
	7 2019夏裁判所HP
	8 夏の天体観測セミナー夏の案内2019
	9 夏の料理教室案内

