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1 2 3 4 5

英語 高１難関大英語 4 5 80分

英語 高１ハイレベル英語 3 4 80分

英語 高１スタンダード英語 1 2 80分

数学 高１スーパー数学 5 160分

数学 高１難関大数学Ⅰ(１組・２組) 4 5 80分

数学 高１難関大数学Ａ 4 5 80分

数学 高１数学Ⅰ(泉陽) 3 4 80分

数学 高１数学Ａ(泉陽) 3 4 80分

数学 高１数学Ⅰ(鳳) 1 2 3 80分

数学 高１スタンダード数学Ⅰ 1 2 80分

数学 高１スタンダード数学Ａ 1 2 80分

国語 高１国語 2 3 4 80分

高校1年生

■三国丘本部校　開講講座一覧

教科 講座
レベル(易→難)

時間

年度 3学期平常授業実施要項

＜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。



■三国丘本部校　講座案内

英語

対象 英語が得意で、得点源にしたい人 時間 80分

概要

英語

対象 高校の英語学習を万全に理解していきたい人 時間 80分

概要

英語

対象 英語が苦手な人。高校の英語学習に不安を感じる人 時間 80分

概要

高１スタンダード英語

英文法を基本からじっくり解説

質・量ともにグンと上がる高校英文法の授業についていき、好成績を修めることを主な目的とした
クラスです。中学から高校への移行をスムーズにできるよう、キミたちをサポートしていきます。

高１難関大英語

現役合格を実現する英語力を、高１から

英語の基礎理論を徹底解説し、演習を通じてそれを定着させます。さらに、習得した知識を、実戦
的な問題演習を通じてreading、writing、listening、speakingなどで実際に｢使える｣力に変換して
いきます。

高１ハイレベル英語

スタート奪取！高校英語

難関大学入試を目指しつつ、高校でも好成績を修めることを目指します。高校英語の基礎理論を丁
寧に解説します。さらに、豊富な問題演習を通じて、受験英語の土台となるreading、writing、
listening、speakingを磨きます。



数学

対象
東大・京大・医学部などの最難関大学を目指し、数学が
得意な人

時間 160分

概要

数学

対象 数学が得意で、得点源にしたい人 時間 80分

概要

数学

対象 数学が得意で、得点源にしたい人 時間 80分

概要

数学

対象 数学Ⅰ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Ａ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１難関大数学Ⅰ(１組・２組)

現役合格のための数学を高１から

数学Ⅰの各単元について、標準レベルの問題の確実な理解・定着を図った上で、入試問題にも立ち
向かえるような応用力を積み上げていきます。
※時間割の異なる１組・２組のどちらかをお選びいただきます。（授業内容は同一です。）

高１スーパー数学

最高峰の数学的思考を習得する

最難関大学に求められる強靭な数学的思考力を身につけていきます。数学ⅠＡの範囲の難問を解き
ほぐすことのできる思考法を伝授します。
※この講座は160分授業になります。

高１難関大数学Ａ

抽象的思考能力を高める

数学Ａの主要な学習内容である｢図形の性質｣｢場合の数と確率｣「整数の性質」は抽象的思考能力を
必要とします。これらの単元の学習を通じて、将来の大学入試につながる数学的思考力をじっくり
と養成していきます。

高１数学Ⅰ(泉陽)

数学Ⅰの万全の定期テスト対策を

数学Ⅰの各単元について、将来の大学入試を目指しつつ、学校の定期テストでも好成績を修めるこ
とを目指します。定期テストの前にはテスト対策授業で万全の対策も行います。
※原則として泉陽高校の進度に合わせて授業を行います。

高１数学Ａ(泉陽)

数学Ａの万全の定期テスト対策を

数学Ａの各単元について、将来の大学入試を目指しつつ、学校の定期テストでも好成績を修めるこ
とを目指します。定期テストの前にはテスト対策授業で万全の対策も行います。
※原則として泉陽高校の進度に合わせて授業を行います。



数学

対象 数学Ⅰ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 数学が苦手な人および高校の数学学習に不安を感じる人 時間 80分

概要

数学

対象 数学が苦手な人および高校の数学学習に不安を感じる人 時間 80分

概要

数学Ⅰの各単元について、将来の大学入試を目指しつつ、学校の定期テストでも好成績を修めるこ
とを目指します。定期テストの前にはテスト対策授業で万全の対策も行います。
※原則として鳳高校の進度に合わせて授業を行います。

高１スタンダード数学Ⅰ

数学Ⅰの基本事項を徹底マスター

数学Ⅰの各単元について、基礎から丁寧に講義した上で、問題演習を行います。学校の授業につい
ていき、定期テストでも好成績を修めることを目指します。

高１スタンダード数学Ａ

数学Ａの基本事項を徹底マスター

高１数学Ⅰ(鳳)

数学Ⅰの万全の定期テスト対策を

数学Ａの各単元について、基礎から丁寧に講義した上で、問題演習を行います。学校の授業につい
ていき、定期テストでも好成績を修めることを目指します。



国語

対象 国語の得点力を上げたい人 時間 80分

概要

高１国語

高１で入試国語の土台を固める

学年が上がるほど英語・数学・理科に費やすべき時間が増えます。その結果、ついつい国語を勉強
しないまま入試を迎え、残念な結果になる人がいます。現代文も古文も学べるこの講座をぜひ活用
してください。



7:00 高２ 高１

～ 共通テスト数学 難関大英語

8:20 北村 松尾

8:30 高２ 高１ 高１

～ 難関大英語 難関大数学Ⅰ（１組） ハイレベル英語

9:50 松尾 伊藤 井上

7:00 高２ 高１

～ ハイレベル理系数学 スーパー数学

8:20 貫 大植

8:30 高２ 高２ 高１ 高２

～ ハイレベル英語（１組） ハイレベル現代文 スーパー数学 数学Ⅱ

9:50 井上 高見 大植 藤田

7:00 高２ 高２　※オンライン 高２

～ スタンダード古文 物理 ハイレベル文系数学

8:20 澤 米村 田中

8:30 高２ 高１ 高２

～ スタンダード現代文 国語 化学

9:50 稲垣 澤 竹内

7:00 高１ 高１ 高２ 高２

～ 数学Ａ（泉陽） スタンダード数学Ａ ハイレベル英語（２組） 難関大文系数学

8:20 貫 大植 井上 伊藤

8:30 高１ 高１ 高２ 高２ 高１

～ 数学Ⅰ（泉陽） スタンダード数学Ⅰ スタンダード英語 ハイレベル古文 数学Ⅰ（鳳）

9:50 伊藤 大植 井上 澤 貫

7:00 高１ 高２

～ 難関大数学Ａ スーパー数学

8:20 北村 大植

8:30 高１ 高１ 高２ 高２ 高２

～ 難関大数学Ⅰ（２組） スタンダード英語 難関大理系数学 スーパー数学 スタンダード理系数学

9:50 北村 井上 伊藤 大植 藤田

7:00
～
8:20

8:30
～
9:50

２０２１年度　三国丘本部校　授業時間割　【３学期】

月

火

水

木

金

土


