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四谷大塚「四科のまとめ　国語」＋漢字検定＋作文と読書および朗読
文の役割、五十音図・ひらがな・カタカナの筆順、かなづかい、作文の基礎
接続語の働き、送り仮名、国語辞典の使い方、漢字の成り立ち、読書案内
指示語の働き、漢字の部首・画数・筆順、熟語の読み方、統一学力テスト
説明文、論説文、文節の役割・文節の関係、同字異音
物語、小説、願書・志望理由書、品詞、同字異訓
随筆文、面接の練習、意味と用法、同音異字・同音異義語、同訓異字
表現技法、敬語、特別な読み方の言葉、熟語の組み立て、慣用句
詩、難しい読み方の言葉、三字の熟語、学力判定・志望校判定テスト
短歌、漢和辞典の使い方、四字の熟語、ことわざと故事成語、朗読
俳句、対義語・類義語。文章符号と原稿用紙の使い方・手紙文の知識、
暦の知識、語句の意味・用法、文学作品、読書感想文
変体仮名、難関校入試問題演習と解説

ＫＡＤＯＫＡＷＡ「高校入試　英語」＋ＩＧＣＳＥ英語
発音記号、英単語の覚え方、文型
動詞と時制-現在形、進行形、過去形、未来の文
現在完了-継続、経験、完了、結果
助動詞、英文和訳演習
名詞・代名詞、願書・志望理由書の英作文
冠詞・形容詞・副詞、比較、前置詞、疑問詞
特殊構文、受動態、不定詞、動名詞
分詞、接続詞、関係代名詞、東京都Ｗ合格もぎ
高校入試に役立つ高校英語-分詞構文、使役動詞、知覚動詞、仮定法
高校入試に役立つＩＧＣＳＥ英語
難関校入試問題演習と解説
高校入試に役立つＩＢＤＰ英語

ＫＡＤＯＫＡＷＡ「高校入試　国語」＋漢字検定＋小論文
説明的文章の読み方-指示語と接続語、作文
説明的文章の読み方-対比・反復表現、原稿用紙の使い方・手紙文の知識、
説明的文章の読み方-比喩表現と具体例・主張、熟語
説明的文章の読み方-段落相互の関係と筆者の主張、口語文法の基礎
説明的文章の読み方-論旨と要旨、願書・志望理由書、品詞
文学的文章の読み方-場面や登場人物と情景描写、面接の練習、小論文
文学的文章の読み方-動作・せりふと心情パターン、慣用句、古典文法
文学的文章の読み方-修辞法、故事成語、東京都Ｗ合格もぎ
文学的文章の読み方-回想シーンや伏線と遠まわしな表現、漢文
融合問題の演習と解説、対義語・類義語
高校入試に役立ちＩＧＣＳＥ日本語、変体仮名、難関校入試問題演習と解説
高校入試に役立つＩＢＤＰ日本語、詩歌と短編小説の創作演習

ＫＡＤＯＫＡＷＡ「高校入試　数学」＋数学検定・英語版
算数計算の暗黙のルール確認、数学初歩の確認、単項式
多項式、展開、因数分解、式の値
平方数、平方根、等式変形、文字式
式の証明、整数の性質、一次方程式の計算、連立方程式の計算
二次方程式の計算、三元連立方程式の計算、一次方程式の文章題
連立方程式の文章題、不定方程式、二次方程式の文章題、東京都Ｗ合格もぎ
一次関数の式を求める、変域・変化の割合、交点座標、一次関数の応用
二次関数の式を求める、扇形の計量、図形の移動、作図、立体図形
立体図形の計量、角度、合同、相似
三平方の定理、確率、資料の整理、高校入試に役立つ算数
高校入試に使える高校数学
難関校入試問題演習と解説
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飯田康夫「英作文基本３００選」＋An Abrupt Climate Change Scenario 
ＩＧＣＳＥ英語
英文法：５文型、時制、仮定法、助動詞
英文法：準動詞、代名詞、接続詞と副詞節、接続詞・疑問詞と名詞節
英文法：関係詞と形容詞節・名詞節、it構文、比較、疑問と否定、前置詞
英作文：受験志願書
An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications
邦訳特訓と発音記号
邦訳特訓と時事問題 
邦訳特訓とTOEIC
邦訳特訓とTOEFL
邦訳特訓とプレゼンテーション
ＩＢＤＰ英語、難関大英語問題演習と解説

数研出版「化学基礎」＋ＧＣＥ　Ａ-ｌｅｖｅｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ
ＩＧＣＳＥ化学
物質の構成、物質の構成粒子、粒子の結合
物質量と化学反応式、酸と塩基の反応
酸化還元反応、電池と電気分解
Atoms,molecules and stoichiometry, Atomic structure
Chemical bonding, States of matter, Chemical energetics
Electrochemistrey, Equilibria, Energetics, The periodic tale:chemical periodicity
Group 2Aluminium, Group 4, Group 7, An introduction to thechemistry of transition
Nitrogen and Sulphur, Organic chemistry, Hydrocarbons
Halogen derivatives, Hydroxy compounds, Carbony compounds
Carboxylic acids and derivertives, Nitrogen compounds, Polymerisation
ＩＢＤＰ化学、難関大化学問題演習と解説

数研出版「生物基礎」＋Biology: A Self-Teaching Guide
ＩＧＣＳＥ生物
生物の特徴、遺伝子とそのはたらき
生物の体内環境
植生の多様性と分布、生態系とその保全
Origin of life, ell structure , Cell division,
Reproduction, Cellular respiration, Photosynthesis
Homeostasis, Hormones, The brain and the nervous system
Bones and musles, Internal transport: plants and invertebratory, Blood
Viruses and subviruses, Monera, Protista, Fungi
Plant kingdom:plantae, Animal kingdom :animalia
医学部への生物
ＩＢＤＰ生物、難関大生物問題演習と解説

ＧＣＥ　Ａ-ｌｅｖｅｌ Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ
ＩＧＣＳＥ数学
数学検定演習　準２～２級
Functions & graphs
Sequences & series
Vectors
Complex numbers
Calculus
Binominal, Poisson & normal distributions
Sampling & hypothesis testing
Correlations & regression
ＩＢＤＰ数学ＳＬ、難関大数学問題演習と解説
ＩＢＤＰ数学ＨＬ、数学検定演習　準１～１級
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DPコース日本文学HL全生徒が最高点７でした。日本語でのEEも最高点のAを取りました。私が担当した
IGCSEも全員が高得点でした。 スーパーメディアの受験生も全員がトップ校に合格です。　
UCL大学（Bartlett・ 建築）合格/ UWC（F）　早稲田大学（創造理工）合格/ OFS(F)　早稲田渋谷高校（１次
併願）合格/ 日本人中学（F）　東京都立国立高校/日本人中学（F）栄東中学校（東大・特待）合格/ スタン
フォード（Ｍ）　早稲田大学（先進理工）/ OFSから（F）　以上、最新１年以内の合格実績です。
いままで家庭教師のみ行っていましたが、この成果をさらに格安でご提供するため塾を始めました。

草莽塾

物理カリキュラム

お問い合わせ waseda@supermedia.jellybean.jp                http://supermedia.press.ne.jp/

化学カリキュラム生物カリキュラム

数学カリキュラム英語カリキュラム

国語カリキュラム
　算数カリキュラム　　　　　土曜午後３：００ 

四谷大塚「四科のまとめ　算数」英語併用＋数学検定・英語版
算数計算の暗黙のルール確認、割合と比
相当算、還元算、倍数算、年齢算、売買損益
食塩水、仕事算、角度、統一学力テスト
面積と長さ、辺の長さと面積、相似、図形の移動、
和差算、分配算、消去算、鶴亀算
平均と集合、差集め算、約数・倍数、素因数分解
整数と分数、速さの3公式、旅人算、速さと比
通過算、流水算、時計、学力判定・志望校判定テスト
速さとグラフ、植木算、周期算、数列・数表
図形の規則性、体積と表面積、立方体、展開図・投影図
底面積の変化、水の入った容器、順列・組み合わせ、場合の数
条件整理、難関校入試問題演習と解説

国語カリキュラム

数学カリキュラム

小学生・受験学年カリキュラム(新小学5年生にもわかる）平日コースは総合個別指導クラスで2-3時間です。入塾金不要、入退会自由。

中中生学学生・受験学年カリキュラム （新中学2年生にもわかる）入塾のときの成績・学力は不問です。理社もあります。凄まじく向上します。

高校生・受験学年カリキュラム （新高校2年生にもわかる) 　　　ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ 楽 し く 自 主 的 に 勉 強 で き る よ う に な り ま す 。

数研出版「物理基礎」＋ＧＣＥ　Ａ-ｌｅｖｅｌＰｈｙｓｉｃｓ
ＩＧＣＳＥ物理
運動とエネルギー-運動、落下、力のつり合い、運動の法則
運動とエネルギー-仕事と力学的エネルギー、熱とエネルギー、波の性質
音の伝わりかたと発音体の振動、電気と電気抵抗、交流と電磁波
Measurement Kinematics Dynamics 
Forces Work, energy &power  
Motion in a circle, Gravitational field , Oscillations
Thermal physics, Waves 
Superposition, Electric field ,Current of electricity
D.C circuits , Electomagnetism,Electromagnetic induction
Alternating currents, Quantum physics , Lasers and semiconductors, Nuclear physics
ＩＢＤＰ物理、難関大物理問題演習と解説

英語カリキュラム

実戦力判定問題集・小論文と現代文
IGCSE日本語、漢検準２級、選択肢の構造
文章符号と原稿用紙の使い方、論文読解
口語文法と修辞法、小説読解、詩歌読解
古典文法と漢文句形、コメンタリー
願書・志望理由書、漢検２級、古文読解
面接の練習、プレゼンテーション、漢文読解
小論文の書き方、時事問題
変体仮名、漢検準１級、哲学的文章読解
医学部の小論文、品詞分解
難関大国語二次試験問題演習・現代文
難関大国語二次試験問題演習・古典
IBDP日本語HL本試験対策

国語・日本語カリキュラム

草莽塾・日本語補習塾・家庭教師・IBDP説明会　　ご希望の日時に個
別対応で随時実施しております。内容もご希望ください。ご説明後の入会は
ご自由です。1名から開講しています。

 ファーラーパークＭＲＴのI出口の真上CITY　SQUARE　MALL#０９－０９
平日教室は月曜から金曜の午後５時から、個別授業方式で全学年全科目です。
月火水５：中学生、月火木７：高校生。インター生専門クラスは金曜５：-８：

日時：毎週土曜・日曜日、15:30-19:30 構成：2時間に3コマ、40分弱です。
平日コースは２-３時間の総合個別指導クラスです。塾バスは片道S$15。

１８年連続、今年も全員がトップ校合格です！
私が担当したインターナショナルスクール（南半球日程）のIBDP本試験結果が出ました。

四谷大塚「四科のまとめ　理科」
植物のつくりとはたらき、いろいろな植物
植物と環境、いろいろな動物
人の体と誕生、生物と環境
気象、大地の変化
天体、生物・地学のまとめ
気体と水溶液、食塩水の問題
燃焼と熱、元素記号と化学反応
電流の働き
音と光
物の運動
力の働き
化学と物理のまとめ

四谷大塚「四科のまとめ　社会」
日本の地理・基本
日本の地理・応用
日本の歴史・基本
日本の歴史・応用
社会科の用語
政治と国際・基本
政治と国際・応用
暗記問題の総復習
記述問題の演習
世界の地理
世界の歴史
時事問題

社会カリキュラム 理科カリキュラム　４

日曜午後７：00　 土曜午後７：00 土曜午後８：２０

日曜午後８：２０ 金曜午後５：00 日曜午後７：40

土曜午後６：２０ 土曜午後５：40 土曜午後５：00

土曜午後３：４０




