
2022 年度 冬期講習実施要項

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2ターム

英語 英検®２級特講　※ＶＯＤ授業 2 3 80分×5回 ＶＯＤ

数学 高２スーパー数学 5 80分×10回 第1・3ターム

数学 高２難関大数学Ⅲ 4 5 80分×5回 第4ターム

数学 高２ハイレベル数学ⅠＡⅡＢ 3 4 80分×5回 第4ターム

数学 高２スタンダード数学ⅡＢ 1 2 80分×5回 第2ターム

数学 高２微分法特講 1 2 80分×5回 第1ターム

数学 高２共通テスト数学 3 4 5 80分×5回 ※

国語 高２古文　※ＶＯＤ授業 2 3 4 80分✕5回 ＶＯＤ

理科 高２化学 2 3 4 80分×5回 ※

■三国丘本部校　開講講座一覧

高校2年生

教科 講座

レベル(易→難)

回数 授業期間

※の講座は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。

■ＶＯＤ授業（ビデオオンデマンド授業）とは

あらかじめ収録した録画授業を、自分の都合の良いタイミングで視

聴する授業です。（受講者にはあらかじめ授業のリンクをお渡しし

ます）



■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2ターム

概要

英語

対象 英検®２級を受験する人、スコア2150以上を狙いたい人 期間 ＶＯＤ

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・3ターム

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

英検®２級特講　※ＶＯＤ授業

高２スーパー数学

英検®２級完全対策！

英検®２級の対策講座です。readingとlisteningはVOD講座での視聴になります。writingとspeaking
は個別に１対１での指導をします。

最難関大レベルの実力完成

数学Ⅲの「極限」について京大・阪大レベルの問題を自力で処理できる実力を完成させます。不等
式評価やⅠＡⅡＢの知識を必要とする問題を中心に扱います。

｢思考力｣と｢柔軟性｣を

皆さんの志望大学が要求しているのは｢思考力｣と｢柔軟性｣です。丸暗記した知識をそのまま使うの
ではなく文脈の中で推測しながら解答する姿勢を養成していきます。

「今」から本気を出す！

大学入試に向けた勉強を本格化していきます。具体的には、５０００語レベルの単語、８００項目
の英文法の知識の要点をお伝えして、それを基にしたリーディング、リスニング、ライティングの
コツを習得してもらいます。受験に向けた英語学習の指針も示します。

英文法をはじめから丁寧に

英語力の土台となる英文法を基本から大学入試レベルまで指導します。具体的には「時制」「助動
詞」「態」「仮定法」「準動詞」「関係詞」について詳しく教授します。



数学

対象
大阪大・神戸大・大阪公立大などの難関大学理系学部へ
の現役合格を目指す人

期間 第4ターム

概要

数学

対象
大阪大・神戸大・大阪公立大などの国公立大学文系学部
への現役合格を目指す人

期間 第4ターム

概要

数学

対象 数学ⅡＢを教科書レベルから丁寧に学習したい人 期間 第2ターム

概要

数学

対象 数学Ⅱ「微分法」をまだ学習していない人 期間 第1ターム

概要

数学

対象
大阪大・神戸大・大阪公立大などの国公立大学への現役
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共通テスト数学

高２難関大数学Ⅲ

２年のうちから共通テスト対策を！

共通テスト数学は年々難化しています。しかし、その共通テストでしっかり得点していくことが難
関大に現役合格するためには必要不可欠となります。この講座では、数学ⅠＡⅡＢ全般の復習をす
ると同時に共通テスト形式の問題に早めから慣れ、高得点を目指していきます。高２の今の時期か
ら入試を見据えて勉強していきましょう！

数学ⅡＢの「軌跡」「三角関数」「指数対数」「数列」「ベクトル」について基本レベルの演習と
丁寧な解説により、「教科書内容の完全理解」を図ります。「徹底した基礎力の完成」がこの講座
のゴールです。

数学Ⅱ「微分法」を先取り学習

数学Ⅱの「微分法」について基礎をしっかり身につけてもらうための講義中心の授業です。この講
座と３学期の平常授業で微分法・積分法をひととおり学習します。

入試で勝つ数学力を！

数学Ⅲの「極限」について重要事項の確認を行うとともに入試レベルの問題演習を通して、数多く
ある公式を自由自在に使いこなす訓練をしていきます。大学入試でほかの受験者に負けない数学力
を養成していきます。

高２ハイレベル数学ⅠＡⅡＢ

高２スタンダード数学ⅡＢ

高２微分法特講

頻出問題をマスター！

数学ⅠＡⅡＢの中から重要事項の確認を行うとともに入試レベルの問題演習を通して、数多くある
公式を自由自在に使いこなす訓練をしていきます。大学入試でほかの受験者に負けない数学力を養
成していきます。

「数学基礎力」の向上を図る



国語

対象 大学入試に向けて古文の勉強を始めたい人 期間 ＶＯＤ

概要

理科

対象 入試で化学を必要とする人 期間 時間割で確認してください

概要

高２古文　※ＶＯＤ授業

高２化学

古文読解をはじめよう

大学受験のスタートとして、まずは「古文読解」から始めます。古文といえば、単語と文法を最初
に学習して…となりがちですが、みんな「文法」のところで古文が嫌になりがちですよね。この講
座では実際の大学入試に出題された文章を「読みながら」同時に「単語・文法・古文常識」を楽し
く学習していきます。

化学の基礎力を鍛える

受験対策のスタートとして、化学反応の基礎となる酸化還元反応を扱います。また、後半には電気
化学の内容も講義します。さらに、将来の受験につながる発展的な内容にも挑戦していきます。



●　第１ターム ●　第２ターム

1:50～3:10 3:30～4:50 5:10～6:30 6:50～8:10 8:30～9:50 1:50～3:10 3:30～4:50 5:10～6:30 6:50～8:10 8:30～9:50
高３ 高３

受験英文法特講 長文解法特講

井上 井上

高３ 高３ 高１ 高１

私大英語 関関同立英語（前） 難関大数学Ａ 難関大数学Ⅰ

井上 井上 ↓１：３０～２：５０ 北村 北村／伊藤

高３　※オンライン 高３　※オンライン 高１

共通テスト古文漢文 世界史① スーパー数学（前）

稲垣 塩釜 大植

高３　１３・１５日 高３　２０・２２・２３日 高２ 高２

ハイレベル理系数学（前） ハイレベル理系数学（前） スタンダード数学ⅡＢ スタンダード英語

貫 貫 大植／貫 若松

高３　１２・１５・１６日 高３ 高３ 高２　１９・２２・２３日

テーマ別攻略数学 国公立英語 難関大理系数学（前） 共通テスト数学

伊藤 井上 北村 伊藤

高２ 高２ 高３　※オンライン 高２　１９・２１・２３日 高３　１９・２１・２３日 高３　１９・２１・２３日

スーパー数学（前） 微分法特講 日本史① 化学 ハイレベル化学 スタンダード化学

大植 大植 後上 竹内 竹内 竹内

高３ 高３ 高３　１２・１５日 高３ 高３ 高３ 高３　１９・２２・２３日

難関大英語（前） スーパー数学（前） 難関大文系数学 スタンダード理系数学（前） 共通テスト現代文 難関大現代文 難関大文系数学

松尾 大植 田中 藤田 高見 高見 田中

●　第３ターム ●　第４ターム

1:50～3:10 3:30～4:50 5:10～6:30 6:50～8:10 8:30～9:50 1:50～3:10 3:30～4:50 5:10～6:30 6:50～8:10 8:30～9:50
高３ 高２

共通テスト英語特講 ハイレベル英語

井上 井上

高３ 高１ 高１ 高３ 高１ 高１

関関同立英語（後） 難関大英語 ハイレベル数学Ⅰ 共通テスト数学 スタンダード数学Ａ ハイレベル英語

↓１：３０～２：５０ 井上 松尾 伊藤／田中 ↓１：３０～２：５０ 北村 田中／貫 小山

高３　※オンライン 高３　※オンライン 高３　※オンライン

受験対策現代文 受験対策古文 世界史②

稲垣 稲垣 塩釜

高３　２７・２８・２９日 高１ 高１ 高３　４・６日

ハイレベル理系数学（後） スタンダード数学Ⅰ スタンダード英語 ハイレベル理系数学（後）

貫 田中／貫 小山 貫

高３　２６・３０日 高２　２６・３０日 高２ 高３ 高２ 高２

テーマ別攻略数学 共通テスト数学 難関大英語 難関大理系数学（後） 難関大数学Ⅲ ハイレベル数学ⅠＡⅡＢ

伊藤 伊藤 松尾 北村 北村 北村／田中

高３ 高３　※オンライン 高２ 高１ 高３　※オンライン 高２　４・６日 高３　４・６日 高３　４・６日

共通テスト化学 数学ⅠＡ特講 スーパー数学（後） スーパー数学（後） 日本史② 化学 スタンダード化学 ハイレベル化学

竹内 藤田 大植 大植 後上 竹内 竹内 竹内

高３ 高３ 高３ 高３

難関大英語（後） スーパー数学（後） スタンダード理系数学（後） スタンダード文系数学

松尾 大植 藤田 藤田

教室 教室

２０２２年　三国丘本部校　冬期講習時間割（予定）

　　　１２月１２日(月)～１６日(金)　　 １２月１９日(月)～２３日(金)

１２月２６日(月)～３０日(金) １月４日(水)～８日(日)　

教室 教室


