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理科 社会

ゼロから始める物理基礎 ゼロから始める【近現代】日本史

ゼロから始まる化学基礎 ゼロから始める【近現代】世界史

ゼロから始まる生物基礎

通常講座

※1 国語総合ⅠⅡ･理科･社会･数学特訓(ⅠA/ⅡB/Ⅲ)は高1･2生の方が受講可能です。

※2 特訓と書かれている講座は、演習セット講座となり他の講座と時間が異なります。

数学

高1英語特訓 数学ⅠA特訓

数学ⅡB特訓
セレクト
講座

英語

英語 数学 国語

③高1生

高1東大英語 高1東大数学 国語総合ⅠⅡ

高1スタンダード英語 高1スタンダード数学
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レベル 基礎★★★★☆発展 基礎★★★★☆発展 基礎★★★★☆発展

理科 社会

現代社会の諸問題を軸に戦後の世界

の成り立ちを扱います。緻密に作り

こまれた教材をもとに、最新の入試

問題の演習を通じて、定着させま

す。

１）戦後秩序の形成

２）現代の成立

３）現代社会の諸問題１−貧困ー

４）現代社会の諸問題２−紛争ー

 【全時代のテーマ史演習】

頻出テーマの入試問題演習を通じ

て全範囲の総復習を行い、得点力

の向上を図ります。

力学、熱力学、波動学、電磁気学

の全範囲の発展問題を扱います。

これまで学習してきたことを使っ

て難問を解き、学習内容の"深化"

を目指し、当たり前のことを当た

り前にやることの大切さを学んで

もらいます。

内容

レベル 基礎★★★★★発展 基礎★★★☆☆発展 基礎★★★★★発展

内容

講座名 物理①② 日本史①② 世界史①②

出題傾向を踏まえて直前期に確認しておきたい

内容を確認しつつ、盤石な解答力を養います。

出題傾向を踏まえて直前期に確認しておきたい

内容を確認しつつ、盤石な解答力を養います。

国　　　　語

講座名

レベル

現代文

基礎★★★★☆発展

古典

基礎★★★★☆発展

内容

入試直前までに解いておきたいハ

イレベルな問題を扱い、これまで

の知識を総整理する。最後の総仕

上げ、そして合格へ！

GMARCHレベルの入試問題を徹

底的やり込みます。各学校の特徴

に注意しながらこのレベルの合格

を目指す。

入試直前までに解いておきたいハ

イレベルな問題を扱い、これまで

の知識を総整理する。最後の総仕

上げ、そして合格へ！

講座名 ⅠAⅡBハイレベル ⅠAⅡBスタンダード 理系数学Ⅲ

2.講座設定

♦通常講座♦
①高3生・高卒生

講座名

レベル

内容

英　　　　語

数　　　　学

英文読解ハイレベル 英文読解スタンダード 英文法

基礎★★★★★発展 基礎★★★☆☆発展 基礎★★★★☆発展
これまで培ってきた

   「知識・解釈・論理」

を全て使い、早慶や最難関大攻略

を目指す。いざ高みへ！そして合

格へ！

読解の基本「知識・解釈・論理」

の総仕上げを行う。日東駒専～

GMARCHレベルの問題で設問に

対するアプローチを盤石する。い

ざ合格へ！

これまで考え方をフルに生かして

正誤問題対策を行う。「文法を本

当に理解しているか？」を問う最

高の問題形式。ここで総仕上げを

行う。
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高2数学ⅡB 高2理系数学Ⅲ

基礎★★★☆☆発展 基礎★★★☆☆発展
高2として最後に数列を中心に

  「今、抑えておべきく3つのポイント」

をお話します。意外に教わらないところであり、数列は

足を引っ張る常連の単元。ここで完璧にマスターしてお

こう。数学特訓ⅡBとのセット受講をおススメします。

数学Ⅲの極限の先取りを行う。

      「不定形の8つの型」

を高2のうちにマスター。2020年最高のスタートを迎え

るために最高の準備を。逆にここで出遅れると，一年間

棒に振る可能性も…内容が連動するため高2数学ⅡBとの

セット受講をおススメします。

数　　　　学

講座名 高1数学スタンダード 国語総合ⅠⅡ

レベル 基礎★★★☆☆発展 基礎★★★☆☆発展

内容

高1数学の集大成として、今まで学ん

できた忘れがちな2次関数･三角比を

大学入試問題を通して再確認・再マ

スターをさせます。数学特訓ⅠAとの

セット受講をおススメします。

現代文・古典ともに大学入試改革を

見据えつつ、韻文の読解を含め様々

なジャンル・テーマの良質な文章に

触れながら精読していく力を養いま

す。

レベル

基礎★★★★★発展

内容

数学ⅠA全範囲のハイレベルな問題を

通し、入試実践レベルまで引き上げ

る。さらに三角比では扱う角を一般

化し、新たに三角関数として理論を

展開する。

国　　　　語

内容

英文解釈を中心にを扱います。

   「1つの文を正確に」

読む力をつけるために、大事な文法

事項もチェックしつつ，読解力を固

め始めます。習熟度を高めるために

も高2英語特訓とのセット受講をおス

スメします。

1.2学期で得た知識をフル活用す

ることで、英語をより深く学んで

いきます。単に知識を身に付ける

だけでなく、どう生かしていく

か？今までと違った視点から英語

と向き合います。

いままで習った知識を生かして深

い理解につなげていきます。高校

英語の土台をこの冬期で完成させ

ましょう！

数　　　　学

講座名

高1東大数学

②高2生・高1生
英　　　　語

講座名 高2英語 高1東大英語 高1英語スタンダード

レベル 基礎★★★☆☆発展 基礎★★★★★発展 基礎★★★☆☆発展
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内容

社会

ゼロから始める【近現代】日本史 ゼロから始める【近現代】世界史

基礎★★★☆☆発展 基礎★★★☆☆発展

内容

講座名

レベル

ゼロから始まる化学基礎

基礎★★★☆☆発展

理科

ゼロから始まる生物基礎

基礎★★★☆☆発展

講座名

レベル

ゼロから始める物理基礎

基礎★★★☆☆発展

どうやったら覚えられるのか？

それは非常に簡単。理系科目同様に、

  『なぜそのようなことが起こったのか？』

ということに注目できるかがポイント。実は社会科目が

得意だった塾⾧が、近現代の歴史について

「なぜ？＋人間模様」を絡めて覚えさせます。

どうやったら覚えられるのか？

それは非常に簡単。理系科目同様に、

  『なぜそのようなことが起こったのか？』

ということに注目できるかがポイント。実は社会科目が

得意だった塾⾧が、近現代の歴史について

「なぜ？＋人間模様」を絡めて覚えさせます。

▶物理基礎が破綻している

▶物理が崩壊している

▶物理基礎の基本を復習したい

▶受験に物理基礎を必要とする

    高1・2生

   【カリキュラム】

第1回 等加速度運動

第2回 力のつり合い

第3回 運動方程式

第4回 まとめ

     総復習テスト＋解説

▶生物基礎が破綻している

▶生物が崩壊している

▶生物基礎の基本を復習したい

▶受験に生物基礎を必要とする

 高1・2生

          【カリキュラム(仮)】

第1回 恒常性と自律神経

第2回 恒常性とホルモン

第3回 肝臓と腎臓の機能

第4回 腎臓の計算

     総復習テスト+解説

▶化学基礎が破綻している

▶化学が崩壊している

▶化学基礎の基本を復習したい

▶受験に化学基礎を必要とする

    高1・2生

          【カリキュラム(仮)】

第1回 原子とイオン

第2回 物質量と化学反応式(1)

第3回    中和滴定

第4回    総復習テスト+解説
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②高2生・高1生

2学期に学んだ事項を中心に学

力の土台を演習そして1対1で

レクチャーしながら固めていき

ます。改めて疑問に思ったこと

など、直接聞けてなおかつアウ

トプットすることで読み解く力

を鍛え上げます。受験学年前

に、最後の基礎固めを！

2次関数と整数について演習特

訓です。塾⾧が直接1対1でレ

クチャーしながらやっていくの

で、疑問点をどんどん解決した

くさんこなすことで土台の学力

を身に付けてしまいます。どち

らもいろんな分野と融合される

ので、この冬に土台を固めてお

きましょう。

数列について演習特訓です。塾

⾧が直接1対1でレクチャーし

ながらやっていくので、疑問点

をどんどん解決したくさんこな

すことで土台の学力を身に付け

てしまいます。いろんな分野と

融合されるので、この冬に土台

を固めておきましょう。

2学期に学んだ事項を中心に学

力の土台を演習そして1対1で

レクチャーしながら固めていき

ます。改めて疑問に思ったこと

など、直接聞けてなおかつアウ

トプットすることで読み解く力

を鍛え上げます。

1年生学んだこと固めよう！

内容

基礎★★★☆☆発展

♢セレクト講座♢

講座名

レベル

数学

センター数学特講ⅠA

センター

センター数学特講ⅡB

センター

数学英語

講座名

レベル

高2英語特訓

国　　　　語

センター国語特講

センター

内容

午前:大問別時短トレーニング。

午後:本番さながらのテストゼミ。

実戦演習→『即』ポイント指導。

センターのみならず私大入試にも役

立つ特講。最後に力を引き上げる。

〔Part1〕と〔Part2〕は扱う問題が

異なります。

午前:大問別時短トレーニング。

午後:本番さながらのテストゼミ。

実戦演習→『即』ポイント指導。

センターのみならず私大入試にも役

立つ特講。最後に力を引き上げる。

〔Part1〕と〔Part2〕は扱う問題が

異なります。

センター試験対策に特化したテストゼミで

す。良質な文章と問題を用いた演習と解説

の反復を通して解答力を鍛え上げ、最後の

センター試験に盤石な態勢で臨みましょ

う。〔Part1〕と〔Part2〕は扱う問題が異

なります。

①高3生・高卒生

数学ⅠA特訓

基礎★★★☆☆発展

数学ⅡB特訓

基礎★★★☆☆発展

高1英語特訓

基礎★★★☆☆発展
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