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冬の学習会のお知らせ  
～冬休み期間<１２月１０日(月)～１月１８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』    １２月１０日(月) １・２限 Ｃ５１教室 
『COSMO ENGLISH (文法)』  １２月１１日(火) ２・３限 C４２教室 
『COSMO ENGLISH (文法)』  １２月１３日(木) ２・３限 C４２教室 
『物理』          １２月１１日(火) ４・５限 C３１教室 
『生物』          １２月１１日(火) ４・５限 C４２教室 

 

 

 英 語  

『英語基礎』(全１回)  西 講師 
日 時： 1月 14日(月・祝)  12:30～13:30  Ｃ４２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：12月 26日(水)   ３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 20日(木)   ２限     Ｃ５１教室 

 12月 24日(月・振) １・２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２回)  趙 講師 

日 時：12月 17日(月) １・２限  Ｃ５１教室 

対 象：平成 31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)  カレン 講師 

日 時：12月 19日(水) ３限・４限  Ｃ５１教室 

 対 象：平成 31年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 12日(水)   12:30～14:00  １階講師ｽﾍﾟｰｽ   丹羽 講師 

 12月 26日(水)   ４限        Ｃ３２教室    西 講師 

1月 14日(月・祝) ３限        Ｃ３２教室    西 講師 

1月 16日(水)   12:30～14:00  １階講師ｽﾍﾟｰｽ   丹羽 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 14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)  横内 講師 
日 時：12月 25日(火) ２限   Ｃ５１教室 

 12月 26日(水) ２限   Ｃ５１教室 

対 象：平成 31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)  原田 講師 

日 時：12月 12日(水) ４限    Ｃ３１教室 

 12月 13日(木) ４限   Ｃ３１教室 

対 象：平成 31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 13日(木) ２限    Ｃ３１教室 

12月 14日(金) ２限    Ｃ３１教室 

12月 15日(土) ２限   Ｃ３１教室 

12月 20日(木) ２限    Ｃ３１教室 

12月 21日(金) ２限    Ｃ３１教室 

12月 22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ＡＣ』(全２回) 

日 時：12月 18日(火) ２限   Ｃ３１教室     大内 講師 

    1月 10日(木) ２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 8日(火) １限   Ｃ３１教室 

1月 9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：８日は現代文、９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 17日(月) ３限・４限   Ｃ５１教室 

対 象：平成 31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 11日(金)  11:20～12:20    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 14日(金) ３限   Ｃ５１教室 

 12月 15日(土) ３限   Ｃ５１教室 

対 象：平成 31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 17日(木)  ２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  

『物理応用～センター＆二次・私大対策』(全４回)  中野 講師 

日 時： 1月 4日(金) ３限・４限   Ｃ３１教室 

      1月 5日(土) ３限・４限   Ｃ３１教室 

 対 象：平成 31 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 20日(木) ４限 Ｃ４２教室 

 12月 21日(金) ４限 Ｃ４２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 13日(木) ３限 Ｃ３１教室 

 12月 20日(木) 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２回) 寺島 講師 
日 時：12月 12日(水) ２限   Ｃ４２教室 

 12月 19日(水) ２限   Ｃ４２教室 

対 象：平成 31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 18日(火) ４限  Ｃ４２教室 

 12月 25日(火) ４限   Ｃ４２教室 

対 象：平成 31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２回)   奥野 講師 
  日 時：12月 21日(金) ３限   Ｃ４２教室 

 12月 22日(土) 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 18日(火) ３限 Ｃ４２教室 

 12月 25日(火) ３限 Ｃ４２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 15日(土) ２限    Ｃ４２教室 

 12月 22日(土) ２限    Ｃ４２教室 

1月 5日(土) ２限    Ｃ４２教室 

1月 12日(土) 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。 

 

 テーマ別ゼミ講座  
 

『バイオサイエンス』（全２回） 

日 時：12月 12日(水) ３限    Ｃ２１教室  テーマ『京赤地鶏の解剖』 

 12月 19日(水) ３限    Ｃ２１教室    テーマ『バイオまとめ』 
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セミナー・イベント 
～ 〈10月～1月 18日（金）〉に行われるセミナー・イベントの案内です～ 

✒☾❆✐☽✍♨☃✑☾❆✎☽✍♨☃✒☾❆✐☽✍♨☃✑☾❆✎☽✍♨☃ 

 

地域探検ゼミ 

名古屋堀川の歴史探訪 No.2 
尾張藩城下町へ物資を運んだ堀川の上流を探検します。 

10月 25日（木） 
名古屋城本丸御殿・ 
四間道など 
日帰り 

地域探検ゼミ 

横内ファームで芋を収穫 

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 3日（土）休講日 
日進市 
日帰り 

フェロー企画 

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月中旬 

コスモ館内 

2Fアトリエ 

コスモ合唱団 

「なごやか音楽祭」参加公演 
コスモ合唱団、大きな舞台での発表 

12月 1日（土） 

名古屋市熱田 

日帰り 

ボランティア活動 

カンボジア教育支援物資仕分け 
全国より送付された支援物資を、カンボジア・プレイベン州の「カンボジア－日本友好学園」

に寄贈するため、仕分け・梱包をおこないます。 

12月 8日 
千種校南館１階 
アートスペース NAF 

バイオサイエンス 

紅葉の里山散策 
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。 

12月 9日（日） 
名古屋市名東区 
猪高緑地 
日帰り 

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。日程、内容など詳細は、現在計画中です。 

12月 

コスモ館内 

堰ゼミ 

黒糖作り体験 
屋上で育てたサトウキビを収穫して黒砂糖を作る。 

12月 

コスモ館内 

コスモ合唱団 

2018 クリスマスコンサート in COSMO  
プロの声楽家をゲストとして迎え、オペラを開催します。合唱団の発表もあります。 

12月 15日（土） 

15:30～16:30 

コスモ C31教室 
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	『国語総合』(全２回)　後藤 講師
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	『センター現代文』(全２回) 　結城 講師
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	古 文
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	12月15日(土)　３限   Ｃ５１教室
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	12月25日(火) ４限   Ｃ４２教室
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	内 容：センター生物（理科②）の範囲・内容を扱います。
	世 界 史
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