
☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 

夏の学習会 

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

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀ 

《Ⅰ期の授業の補講》 

『COSMO ENGLISH(文法)』       ①７月２0 日(金) ２限 C４２教室 

②７月２4 日(火) ２限 C４２教室 

『ENGLISH GRAMMAR』               ７月 23 日(月) ２限 C５１教室 

『古文(基礎)』                    ７月 25 日(水) ３限 C３１教室 

『古文』                ７月 26 日(木) ３限 C３１教室 

『世界史Ｂ』               ８月  ６日(月) 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１６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１４日(土)   ２限・３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１１日(水)   ２限・３限 Ｃ４２教室   

なお７/４(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７/４の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 ６日(金)   ３限     Ｃ４２教室 

   ７月１１日(水)   ４限    Ｃ４２教室 

 

《高卒認定試験対策講座》 

『数学』          大内 講師 

日時：７月１９日(木)   ２限     Ｃ４２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(水)   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１１日(土・祝) １１：００～１２：００ Ｃ３１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２回)   アイボリー 講師 

日時：７月２７日(金)   ２限・３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もっと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：７月３０日(月)   ２限     Ｃ５１教室 

７月３１日(火)   ２限     Ｃ５１教室 

８月 １日(水）   ２限     Ｃ５１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２０日(金)   ３限     Ｃ３２教室 西 講師 

７月２４日(火)   ３限     Ｃ３２教室 西 講師 

７月２７日(金)   ４限     Ｃ３２教室 アイボリー 講師 

８月２２日(水)   １２：３０～１４：００  １階講師スペース 丹羽 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１３日(月)   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)         横内 講師 

     日時：８月１７日(金)    ２限    Ｃ４２教室 

８月１８日(土)    ２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)         横内 講師 

     日時：８月２０日(月)    ２限    Ｃ４２教室 

８月２１日(火)    ２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)         原田 講師 
     日時：８月１３日(月)   ２限    Ｃ４２教室 

８月１４日(火)    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)          原田 講師 

     日時：８月１５日(水)   ２限     Ｃ４２教室 

８月１６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：「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：７月１７日(火)   ３限     Ｃ３１教室 

７月１８日(水)   ３限     Ｃ３１教室 

７月１９日(木)   ３限     Ｃ３１教室 

７月２０日(金)   ３限     Ｃ３１教室 

７月２１日(土)   ３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３回)   

日時：８月 １日(水)   ３限     Ｃ３１教室    大内 講師 

     ８月１０日(金)   ２限     Ｃ３１教室    大内 講師  

８月２３日(木)   ２限     １階講師スペース 横内 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３０日(月)   ３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２３日(木)   １１：２０～１２：２０ 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 ９日(木)   ３限     Ｃ３１教室 

     ８月１０日(金)   ３限     Ｃ３１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 ６日(月)   ２限     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１５日(水)   ３限・４限  Ｃ３１教室 

        ８月１６日(木)   ３限・４限  Ｃ３１教室 

     ８月１７日(金)   ３限・４限  Ｃ３１教室 

    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２１日(火)   ３限・４限  Ｃ３１教室 

        ８月２２日(水)   ３限・４限  Ｃ３１教室 

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２３日(月)   ３限     Ｃ４２教室 

７月２４日(火)   ３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：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：８月１３日(月)   ３限     Ｃ３１教室 

８月１４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：Ⅰ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」 

 

 世 界 史  

『世界史Ｂ』(全２回)        奥野 講師 

     日時：８月 ７日(火)   ３限     Ｃ４２教室 

８月 ８日(水)   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１６日(月・祝) ２限     Ｃ３１教室 

７月１７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１８日(水)   ３限・４限 Ｃ４２教室 

８月２５日(土)   ２限    Ｃ４２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 

地域探検ゼミ 

名古屋堀川の歴史探訪 No.1 
7 月 12 日 

熱田白鳥の歴史館・断夫山古墳 
ぶらぶらお散歩感覚で史跡を巡ります。 

玉上 秋田 

現代文 

現代文特別授業 

7 月 21 日 
13：50～   

1６：０0 

コスモ館内・Ｃ２１ 
現代文の設問作成に挑戦します 

結城 石川 

ボランティア活動 

デイサービス訪問発表 
7 月 21 日 

デイサービス「そよ風」 
合唱の訪問発表を行います。 

森井 越智 

横井講師＋カウンセリングルーム 

『フツーってなに？   

    コスモってなに？』 
7 月 31 日 

コスモ館内・C22 
映画『言の葉の庭』を観て、 

自分の居場所とか、「普通」に生きるって 

何なのかについて語りあいます。 

横井 

野田 

高橋 

高原 

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 7 日 

8 月 14 日 
（2 日間同じ

内容です） 

コスモ館内・C32 
他者の様々な意見を聞くことによって、 

不安を軽減させるトレーニングをおこないます。 

野田 高橋 

バイオサイエンス 

セミナー 奥琵琶湖ＣＡＭＰ 
８月 ８日 

～ ９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、 

船でないと行けない秘境(?)でキャンプをします。 

寺島 堀 

コスモ 

講演会 
「文化社会学」 

～地球の反対側、南米の音楽

文化が教えてくれること～ 

８月 11 日 

13：30～   

15：00 

コスモ館内・Ｃ51 
南米音楽を交えて 

南米文化や社会を紹介していただきながら 

「日本で異文化を研究する意味」について 

語っていただきます。 

西村秀人 
（名古屋大学

准教授） 

榊原 

地球科学実験ラボ 

セミナー 夏の天体観測 
８月 15 日 

～16 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 

フェロー自主企画 

まい・ふぇいばりっと・そんぐす 
８月 18 日 

コスモ館内・C22 
皆で好きな「歌／音楽」を持ち寄り、 

鑑賞するというシンプルな企画。 
― 榊原 

コスモ合唱団 

加子母合宿 
８月 20 日 

～22 日 
加子母(岐阜県中津川市) 
自然豊かな土地で合唱三昧。 

森井 越智 

社会科学 

裁判傍聴 
８月 24 日 

名古屋地方裁判所 
本物の裁判を傍聴します。 

宮崎 楠 
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	英 語
	『英語基礎』(全１回) 　　　　　　  西 講師
	日時：８月１１日(土・祝) １１：００～１２：００　Ｃ３１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２回) 　　アイボリー 講師
	日時：７月２７日(金) 　　２限・３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もっと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：７月３０日(月)　　 ２限 　　　 Ｃ５１教室
	７月３１日(火)　　 ２限 　　　 Ｃ５１教室
	８月　１日(水） 　 ２限　　　  Ｃ５１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２０日(金) 　　３限 　　　 Ｃ３２教室　西 講師
	７月２４日(火) 　　３限　　　  Ｃ３２教室　西 講師
	７月２７日(金) 　　４限 　　　 Ｃ３２教室　アイボリー 講師
	８月２２日(水) 　　１２：３０～１４：００　 １階講師スペース　丹羽 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１３日(月)　　 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) 　　　　　　　　横内 講師
	日時：８月１７日(金)  　 ２限　　　　Ｃ４２教室
	８月１８日(土)  　 ２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) 　　　　　　　　横内 講師
	日時：８月２０日(月)  　 ２限　　　　Ｃ４２教室
	８月２１日(火)  　 ２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)　　　　　　　　 原田 講師
	日時：８月１３日(月)　　 ２限　　　　Ｃ４２教室
	８月１４日(火)  　 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) 　 　　　　　　 原田 講師
	日時：８月１５日(水)　　 ２限　 　　 Ｃ４２教室
	８月１６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：「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：７月１７日(火)　　 ３限 　　　 Ｃ３１教室
	７月１８日(水)　　 ３限 　　　 Ｃ３１教室
	７月１９日(木)　　 ３限　　　  Ｃ３１教室
	７月２０日(金)　　 ３限 　　　 Ｃ３１教室
	７月２１日(土)　　 ３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３回)
	日時：８月　１日(水) 　　３限　　 　 Ｃ３１教室　　　　大内 講師
	８月１０日(金) 　　２限　　 　 Ｃ３１教室　　　　大内 講師
	８月２３日(木) 　　２限　　 　 １階講師スペース　横内 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３０日(月) 　　３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２３日(木) 　　１１：２０～１２：２０　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　９日(木)　 　３限  　　　Ｃ３１教室
	８月１０日(金)　　 ３限  　　　Ｃ３１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　６日(月) 　　２限 　　　 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１５日(水)　　 ３限・４限  Ｃ３１教室
	８月１６日(木)　　 ３限・４限  Ｃ３１教室
	８月１７日(金)　　 ３限・４限  Ｃ３１教室
	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：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２１日(火)　　 ３限・４限  Ｃ３１教室
	８月２２日(水)　　 ３限・４限  Ｃ３１教室
	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２３日(月) 　　３限 　　　 Ｃ４２教室
	７月２４日(火) 　　３限 　　　 Ｃ４２教室
	『化学(有機・無機分野)』(全２回)　　田中 講師
	日時：８月１３日(月) 　　３限 　　　 Ｃ３１教室
	８月１４日(火) 　　３限 　　　 Ｃ３１教室
	世 界 史
	『世界史Ｂ』(全２回) 　　　　　　 奥野 講師
	日時：８月　７日(火)　　 ３限 　　　 Ｃ４２教室
	８月　８日(水)　　 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１６日(月・祝) ２限 　　　 Ｃ３１教室
	７月１７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１８日(水)　　 ３限・４限　Ｃ４２教室
	８月２５日(土)　　 ２限　　　　Ｃ４２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
	＜夏休み期間中のセミナー・行事一覧表＞

