
2022 年度 春期講習実施要項

1 2 3 4 5

英語 高２難関大英語 4 5 ８０分×５回 第3ターム

英語 高２ハイレベル英語 3 4 ８０分×５回 第3ターム

英語 高２スタンダード英語 1 2 ８０分×５回 第1ターム

数学 高２スーパー数学 5 ８０分×10回 第1・2ターム

数学 高２難関大数学ⅠＡ 4 5 ８０分×５回 ※

数学 高２ハイレベル数学ⅠＡ 3 4 ８０分×５回 第2ターム

数学 高２スタンダード数学Ⅰ 1 2 ８０分×５回 第2ターム

数学 高２スタンダード数学Ａ 1 2 ８０分×５回 第2ターム

数学 高２指数対数特講 3 4 ８０分×５回 第3ターム

■三国丘本部校　開講講座一覧

新高校2年生

教科 講座

レベル(易→難)

回数 授業期間

※日程が変則的になっています。時間割で確認してください。



■三国丘本部校　講座案内

英語

対象
京都大・大阪大・神戸大などの難関大学への現役合格を
目指す人

期間 第3ターム

概要

英語

対象
大阪公立大・関関同立などの有名大学への現役合格を目
指す人

期間 第3ターム

概要

英語

対象 英語が苦手な人 期間 第1ターム

概要

数学

対象
京都大・大阪大・医学部などの最難関大学理系学部への
現役合格を目指す人

期間 第1・2ターム

概要

数学

対象 大阪大・神戸大などの難関大学への現役合格を目指す人 期間 時間割で確認してください

概要

高２難関大英語

高２ハイレベル英語

高２スタンダード英語

高２スーパー数学

高２難関大数学ⅠＡ

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。入試数学の難問を解きほぐす
ことのできる思考法を伝授します。

数学ⅠＡの入試問題を体感

数学ⅠＡの重要単元について、大学入試問題演習を通して復習していきます。覚えている知識をど
のように活用していくかということに主眼を置いて講義します。

 最難関大『和訳・英訳』を徹底解剖最高水準の入試英語問題の"本質"を知る

１年生で学習した『文法』『英文解釈』『英作文』『長文読解』の基本的なスキルを確認・整理し
た上で、難易度の高い入試問題を解き、受験英語攻略のための実力を築きあげます。

英文法力を完成させる

１年生で学んだ文法知識を全範囲にわたって取り上げ、英文法の知識を定着させていきます。ま
た、その知識をリーディング、ライティングに応用させていきます。

英文法力を完成させる

１年生で学んだ文法知識を全範囲にわたって取り上げ、英文法の知識を定着させていきます。



数学

対象
大阪公立大・関関同立などの有名大学への現役合格を目
指す人

期間 第2ターム

概要

数学

対象 数学Ⅰの重要単元をもう一度基本から復習したい人 期間 第2ターム

概要

数学

対象 数学Ａの重要単元をもう一度基本から復習したい人 期間 第2ターム

概要

数学

対象
数学Ⅱ「指数対数関数」が未習で早めに受験勉強の準備
をしたい人

期間 第3ターム

概要

高２ハイレベル数学ⅠＡ

「整数の性質」「場合の数・確率」「図形の性質」について、教科書レベルから入試の基本問題レ
ベルの演習を通して、基本事項の復習をしっかりと行います。

「指数関数・対数関数」を先取り学習

数学Ⅱ「指数関数・対数関数」について、まだ習ってない人を対象とする講義中心の授業です。基
本公式の確認から入試頻出の応用問題演習まで、５日間集中して完成させます。

数学ⅠＡを総復習

数学ⅠＡの重要単元について教科書レベルから入試問題レベルへの実力アップを目的とした講座で
す。新学期が始まる前に絶対に押さえておきたい良問を扱います。

高２スタンダード数学Ⅰ

高２スタンダード数学Ａ

高２指数対数特講

数学Ⅰの基本をもう一度しっかりと演習

「２次関数」「図形と計量」「データの分析」について、教科書レベルから入試の基本問題レベル
の演習を通して、基本事項の復習をしっかりと行います。

数学Ａの基本をもう一度しっかりと演習



●　第１ターム ●　第２ターム

15:30～16:50 17:10～18:30 18:50～20:10 20:30～21:50 15:30～16:50 17:10～18:30 18:50～20:10 20:30～21:50

新高２

ハイレベル数学ⅠA

北村／貫

新高３ 新高２　２１・２４・２５日 新高２　２８・３１日

私大英語 難関大数学ⅠA 難関大数学ⅠA

井上 伊藤／田中 伊藤／田中

新高２ 新高２

スーパー数学（前） スーパー数学（後）

大植 大植

新高３　２３・２５日 新高３ 新高３

私大現代文 私大古文 共通テスト古文漢文

稲垣 澤 澤

新高３　２１・２４・２５日 新高３　２１・２３・２５日 新高３ 新高３　２８・３１日 新高３　２８・３０日

ハイレベル文系数学 化学 共通テスト数学ⅡＢ ハイレベル文系数学 化学

伊藤／田中 竹内 北村 伊藤／田中 竹内

新高３ 新高３

スーパー数学（前） スーパー数学（後）

大植 大植

新高２ 新高２ 新高２

スタンダード英語 スタンダード数学Ⅰ スタンダード数学Ａ

井上 北村／貫 大植

■注意

15:30～16:50 17:10～18:30 18:50～20:10 20:30～21:50 以下の講座は変則的な時間割になっています。

新高３ 新高２ 時間割で日付と時間を確認してください。

難関大英語 難関大英語

松尾 松尾 ・新高２　難関大数学ⅠＡ

新高３ 新高２ 新高３ ・新高３　ハイレベル文系数学

国公立現代文 指数対数特講 共通テスト数学ⅠＡ ・新高３　私大現代文

高見 伊藤／北村 北村 ・新高３　化学

新高３ ・新高３　生物

物理

※オンライン　米村

新高３　　９日 新高３　５・６・７・９日 新高３　　８日 新高３　６・８日

生物 生物 私大現代文 私大現代文

※オンライン　鎌田 ※オンライン　鎌田 稲垣 稲垣

新高３ 新高３

国公立英語 ハイレベル理系数学

井上 貫／大植

新高３ 新高３

世界史 スタンダード理系数学

※オンライン　塩釜 藤田

新高３ 新高２

日本史 ハイレベル英語

※オンライン　後上 井上

教室 教室

２０２２年　三国丘本部校　春期講習時間割（予定）　

３月２１日(月)～３月２５日(金) ３月２８日(月)～４月１日(金)

５階 2 ５階 2

４階

5

４階

5

6 6

7 7

３階

8

３階

8

9 9

10 10

●　第３ターム

４月４日(月)～４月８日(金)

教室

５階 2

４階

5

6

7

３階

8

9

10


