
2021 年度 平常授業実施要項

1 2 3 4 5

英語 高２難関大英語 4 5 80分

英語 高２スタンダード英語 1 2 3 80分

数学 高２難関大数学Ⅱ(理系) 4 5 80分

数学 高２難関大数学Ⅱ(文系) 4 5 80分

数学 高２難関大数学Ｂ 4 5 80分

数学 高２数学Ⅱ(スタンダード) 1 2 3 80分

数学 高２数学Ｂ(スタンダード) 1 2 3 80分

国語 高２現代文（３学期開講） 2 3 4 80分

国語 高２古文 2 3 4 80分

理科 高２物理(３学期開講)　※オンライン授業 2 3 4 80分

理科 高２化学 2 3 4 80分

高校2年生

■岸和田校　開講講座一覧

教科 講座
レベル(易→難)

時間

＜レベル表の見方＞

５ … 東大・京大・阪大にターゲットを定めたハイレベルな講義を行います。

４ … 阪大・神大などの難関大合格を見すえた発展的な講義を行います。

３ … 市大・府大・関関同立などの入試突破に向けた応用的な講義を行います。

２ … 共通テストレベルの入試標準問題を確実に解ける力を養成します。

１ … 教科書レベルからゆるぎない基礎力を確立します。



■岸和田校　講座案内

英語

対象 京大・阪大・神大などの難関国公立大を志望する人 時間 80分

概要

英語

対象 大阪公立大・和大・関関同立などの有名大を志望する人 時間 80分

概要

高２スタンダード英語

入試英文法の完全習得から読解へ

英文法の本質的な理解を深め、それを英文読解へとつなげることで受験の基礎力を養います。他で
は体験できない｢文法から論理へ｣とつながる読解スキルを身につけることで、どんな英文にも立ち
向かえる骨太の英語力を養成していきます。

高２難関大英語

最難関現役合格必勝の“英語論理力”を

１学期は「英文法」の知識を最終完成し、「英訳」「和訳」力の土台を完成させ、「英語長文」の
“論理的読解法”を徹底伝授します。２学期からは最高水準の受験英語過去問を演習、実戦力を徹
底的に養成します。



数学

対象
将来の大学入試に対して準備を始めたい数学Ⅲが必要な
人

時間 80分

概要

数学

対象 将来の大学入試に対して準備を始めたい人 時間 80分

概要

数学

対象 将来の大学入試に対して準備を始めたい人 時間 80分

概要

数学

対象 数学Ⅱを教科書レベルから丁寧に学習したい人 時間 80分

概要

数学

対象 数学Ｂを教科書レベルから丁寧に学習したい人 時間 80分

概要

高２数学Ⅱ(スタンダード)

｢わかった！｣が実感できる数学Ⅱ

基本事項の確実な理解と運用力の育成に重点を置いた授業を進めます。教科書レベルから始めて、
他のどこよりもわかりやすい教材で確実に体系的な数学力をつけることができます。

高２数学Ｂ(スタンダード)

｢わかった！｣が実感できる数学Ｂ

基本事項の確実な理解と運用力の育成に重点を置いた授業を進めます。教科書レベルから始めて、
他のどこよりもわかりやすい教材で確実に体系的な数学力をつけることができます。

高２難関大数学Ⅱ(文系)

受験のために始める、数学Ⅱ

応用力を積み上げていく上で、標準レベルの問題の確実な理解・定着を図っていきます。どんな難
問に見えても、結局は基本事項の融合であることがわかるように、着眼点を教授していきます。

高２難関大数学Ｂ

差がつく数学Ｂを完全攻略

数学Ｂの｢ベクトル｣｢数列｣の単元は現役生が苦手にすることが多く、最も差がつくところです。こ
れら単元の標準レベルから難問レベルの問題を十分解きこなす力をじっくりと養成していきます。

高２難関大数学Ⅱ(理系)

２年生から始める、数学Ⅲ

本講座では１学期で数学Ⅱを終了し、２学期から数学Ⅲを扱います。数学Ⅲでは「理系の常識」に
関しても解説し、３年生につなげます。



国語

対象 文系・理系を問わず、入試への意識が高い人 時間 80分

概要

国語

対象 古文の得点力を上げたい人 時間 80分

概要

理科

対象 物理の勉強を始めたい人 時間 80分

概要

理科

対象 化学の勉強を始めたい人 時間 80分

概要

理論化学分野の始めから講義を行います。現象の把握と法則性の発見、洞察力を働かせて予想する
という流れの中で、化学的発想が自然と身に付くように授業を進めていきます。

「文法」「単語」「古文常識」など、本当に覚えるべき内容を、ポイントを絞ってわかりやすく伝
授します。そして、それを土台に古文の解釈ができるようになるための「方法論」を身につけても
らいます。

高２物理(３学期開講)　※オンライン授業

本質の理解と問題パターンの徹底学習！

身の回りで起こる現象をほんのわずかな法則で簡単に理解し、大学入試を視野に入れた、一度は
やっておいたほうがよい｢超頻出問題｣を精選し、パターン別に理解を深めていきます。

高２化学

化学的発想を身につける

高２現代文（３学期開講）

問題解決のためのインプット法・情報処理法・アウトプット法を伝授

２１世紀を生きる君たちに求められている力は、高い「問題解決力」と幅広い「教養力」です。こ
の講義では、現代文はもちろん、他教科の学習（文系・理系を問わず）にも必要な上記２つの力を
効率的に養成していきます。

高２古文

ポイントを学べば、古文が読めるようになる！



5:30 高３
～ 数学ⅠＡ特講
6:50 大内田

7:00 高１ 高２ 高３
～ 国語 数学Ｂ（スタンダード） ハイレベル理系数学
8:20 澤 大内田 山中

8:30 高２ 高３ 高３
～ 数学Ⅱ（スタンダード） ハイレベル理系数学 受験対策古文
9:50 大内田 山中 澤

5:30
～
6:50

7:00 高１ 高１ 高２ 高３ 高３　　※オンライン
～ 難関大数学Ⅰ（１組） 数学Ａ（スタンダード） 難関大英語 私大英語 ハイレベル物理
8:20 平野 山中 松尾 東 米村

8:30 高１ 高１ 高２ 高３ 高２ 高３　　※オンライン
～ 数学Ⅰ（スタンダード） 難関大英語 難関大数学Ⅱ（理系） 私大英語 古文 ハイレベル物理
9:50 平野 松尾 山中 東 澤 米村

5:30 高３
～ 英文法特講
6:50 東

7:00 高２ 高３ 高３　　※オンライン
～ スタンダード英語 共通テスト数学 スタンダード物理
8:20 東 大内田 米村

8:30 高３ 高３　　※オンライン
～ 文系数学 スタンダード物理
9:50 大内田 米村

5:30 高３
～ ハイレベル化学
6:50 竹内

7:00 高１ 高３
～ 難関大数学Ａ ハイレベル化学
8:20 大内田 竹内

8:30 高２ 高２
～ 難関大数学Ⅱ（文系） 化学
9:50 大内田 竹内

5:30 高３ 高３ 高３　　※オンライン
～ 理系数学特講 受験対策現代文 共通テスト地理
6:50 山中 稲垣 井上

7:00 高２ 高３ 高３ 高３　　※オンライン
～ 難関大数学Ｂ スタンダード理系数学 国公立英語（前） 共通テスト政経
8:20 大内田 山中 松尾 塩釜

8:30 高１ 高１ 高３ 高３　　※オンライン 高３　　※オンライン
～ スタンダード英語 難関大数学Ⅰ（２組） スタンダード理系数学 世界史 日本史
9:50 松尾 大内田 山中 塩釜 後上

5:30 高３
～ 難関大英語
6:50 松尾

7:00 高３
～ 難関大英語
8:20 松尾

8:30 高３
～ 国公立英語（後）
9:50 松尾

月

火

水

木

金

土

岸和田校　２０２１年度　授業時間割　【２学期】

教室１ 教室２ 教室３ 教室４ 教室５ オンライン限定講座


