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小・中・高
自 宅 学 習 コ ース

https://shuei-idyobiko.net/㌧東証1部上場企業
小・中・高一貫教育

秀英で学校休校分の遅れを取り戻そう！

夏期講習期間　7/18（土） ～ 8/31（月）

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本の教育に大きな影響が生じています。
学校の再開後、授業進度はかなり速いペースになることが想定されます。

ほとんどの地域で夏休みが短縮されるため、限られた期間で効率よく復習をすることが重要となります。
秀英自宅学習コースの夏期講習を活用して遅れを取り戻し、9月以降の学習に弾みをつけましょう。

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本の教育に大きな影響が生じています。
学校の再開後、授業進度はかなり速いペースになることが想定されます。

ほとんどの地域で夏休みが短縮されるため、限られた期間で効率よく復習をすることが重要となります。
秀英自宅学習コースの夏期講習を活用して遅れを取り戻し、9月以降の学習に弾みをつけましょう。

授業力トップ講師の授業

映像だから、わかる！できる！
秀英独自の映像授業を、いつでもどこでも

繰り返し受けられます。
あなたのペースで学力を高めます！

映像授業
わかりやすいと評判です！

繰り返し解説を視聴しても
わからなかった問題は、

“コミュニケーションボード”を利用して
質問できます。

質問対応
秀英予備校通学生と同じテキスト

秀英通学生と同じ教材を使用します。
入試問題を分析し、

効果的に学習できるように作られており、
定期テストだけでなく入試対策も万全です。

テキスト



お問い合わせ・
お申し込みはコチラ

▼小5・6▼

▼中学生▼

▼高校生▼

自宅学習コース　夏期講習料金
すべて税込、教材費込みの金額です。
―
―
―

3,300 
2,200 

算数・国語セットコース 

小学生英語コース 

算数4時限・国語4時限

英語

計8時限

4時限

円

円

小5・6

―
―
―

4,400 
3,300 

英語・数学・国語セットコース 

理科・社会セットコース 

英語4時限・数学4時限・国語2時限

理科3時限・社会3時限

計10時限

計6時限

円

円

中1・2

―
―
―
―
―
―
―
―
―

6,600 
13,200 
19,800 
25,300 
30,800 
36,300 
41,800 

1講座につき　3,300円追加

1講座
2講座
3講座
4講座
5講座
6講座
7講座
8講座以上

1講座あたり

1講座あたり

1講座あたり

1講座あたり

1講座あたり

6,600

6,325

6,160

6,050

5,971

円

円

円

円

円

受講すればするほどお得!

円

円

円

円

円

円

円

高1～3

―
―
―
―
―
―

★ 9,900
7,700
7,700

16,500 
11,000 

受験対策総合コース
オプション講座①A

オプション講座①B

オプション講座②

オプション講座③

トップ高数学（難問）Vol.1

数学強化ゼミ　Season1

国理社特訓ゼミ

全教科完成ゼミ（基礎）

英語6時限・数学7時限・理科6時限・社会6時限・国語5時限

数学10時限＋テスト2回

数学10時限

国語6時限・理科8時限・社会8時限

英語・数学・理科・社会・国語 各9時限

計30時限

計12時限

計10時限

計22時限

計45時限

円

円

円

円

円

中3

★受験対策総合コースは、オプション講座を同時に申し込むと9,900円

▲

8,800円となります!
さらに、自宅学習コース会員はオプション講座の料金が各1,100円引きとなります。

〈〈〈 チャンネル登録はこちら

㌧
90秒ワンポイント授業 毎日公開中！！

電話受付時間　10：00～18：00（土日祝・年末年始を除く）

0120-198-457

https://new.s-bbs.net/admission_form_ss/
https://secure.shuei-idyobiko.net/form/entry/
https://new.s-bbs.net/admission_form_hs/
https://www.youtube.com/channel/UCZuxIPx5zryGbWp8658OvxQ


中3
中3は、徹底的に受験対策！

受験のためのオプション講座も充実

1つの単元を約60分で学習できます。

英語・数学・国語 セットコース
英語・数学のこれまでの復習と夏休み明けからの予習を行います。
ポイント解説→問題演習を繰り返すことで、学力の定着を図ります。

主要教科の
英語・数学両方を
押さえておきたい！

理科・社会 セットコース
理科・社会・国語の重要単元の復習と夏休み明けからの予習を行い、
実力を伸ばします。

普段なかなか
対策できない理科・
社会も勉強したい！

中1・2
成績UP＆内申UPを目指して、高校受験に備えよう！

1つの単元を約50分で学習できます。

受験対策 総合コース　(5教科)
効率よく復習できる受講システムと、ポイントを押さえたオリジナルテキストで
入試に向けた確実な土台作りができます。

中1から中3夏までの重要単元を総復習したい！

トップ高数学（難問）Vol.1

数学の難問を中1・2内容中心に徹底的に演習します。

難問中心の数学の
演習がしたい！

数学強化ゼミ　Season1

中1・2数学の基本から丁寧に解説します。

苦手な数学を
基礎から勉強したい！

国理社特訓ゼミ
１人では学習しづらい国語・理科・社会を基礎から
しっかり整理します。

国語・理科・社会を
基礎から勉強したい！

全教科完成ゼミ（基礎）

オプション講座①A

オプション講座①B

オプション講座②

オプション講座③

5教科すべて
基礎から丁寧に復習します。

5教科を基礎から
やりなおしたい！

合格に必要なものはすべて秀英にある！

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―



高校生

ニーズに合わせた短期集中講座

英語検定コース

思考力・表現力講座

国語実力アップゼミ

数学の解法パターン

理科LABO

リスニング対策ゼミ

英検合格を目指した演習と、解説授業を行います。

高校入試・大学入試で今後、思考力・表現力がより求められます。
資料の読み取り方、文章の書き方を基礎から丁寧に指導します。

国語が得意な方が、さらに読解力を伸ばすのに最適なコースです。

解法パターンを紹介し、反射的に問題を解く思考力を養います。

実験・観察の映像を視聴し、結果をまとめて、演習と解説授業を行います。

英語のリスニングをトレーニングしたい人に最適なコースです。

オプション講座 オプション講座詳細はコチラ ▼

1つの単元を約45分で学習できます。小5・6
これまでに学習した内容を中心に復習を行い、学力を定着向上させます。

算数・国語 セットコース
1学期の復習を中心に学習するコースです。
自分のペースで段階的に習得することができます。

算数・国語の
これまでの内容の
復習をしたい！

小学生 英語 コース
難度が上がる英語も、秀英で万全の対策を！
小学校の英語で使用される教科書に対応した内容を勉強できます。

むずかしくなる
小学生英語の
対策をしたい！

学校の勉強も、受験勉強も、スタートは早ければ早いほどいい！

1教科から、目標・目的に合わせて受講できます。
1つの単元を約80分で学習できます。

分野・レベル別 コース
分野別に、レベルを選んで受講できます。
難関大の2次試験対策等にも有効です。

苦手分野の克服や
得意分野の実力UP
を目指したい！

高３国公立・私立大入試対策 コース
この夏に押さえておきたいテーマを厳選した入試対策講座です。
秋以降の応用力養成のため、既習範囲の基礎を固めておきましょう。

志望大学入試の
ための勉強が
したい！

高３大学入学共通テスト対策 コース
国公立大学受験のみならず、私立大学受験でも活用する可能性が
高い『大学入学共通テスト』。模擬問題なども使用して、
傾向に合わせて学習します。

大学入学
共通テストに
備えたい！！

詳しい講座内容はP5～をご覧ください。

https://shuei-idyobiko.net/option


教科

英語 教科

英語

数学

数学

国語

教科

英語

国語

数学

理科

国語

理科 地歴

公民

配信講座・配信予定日は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

世界史テーマ完成　ポイントゼミ＜同時代史＞ 7月1日

★共通テスト攻略！地理B 8月2日

世界史　超・スピード総整理！西洋史 7月1日

世界史テーマ完成　ポイントゼミ＜文化史＞ 7月1日

日本史短期集中講義！文化史<近世～近代> 7月1日

世界史　超・スピード総整理！東洋史 7月1日

高２受験への物理 7月1日 日本史短期集中講義<古代～近世>①② 7月1日

高２受験への化学 7月1日 日本史短期集中講義！文化史<古代～近世> 7月1日

高１・２古文・漢文基礎固め講座Ｖｏｌ1 7月1日 入試生物①② 7月1日

高１・２古文・漢文基礎固め講座Ｖｏｌ2 7月1日 ★共通テスト攻略！生物基礎 8月14日

高１・２夏からはじめる古文 7月1日 入試化学<無機・有機> 7月1日

高２受験への古文 7月1日 ★共通テスト攻略！化学基礎 7月27日

高２難関大への数学<ベクトル>(発展) 7月1日 末永の物理～”電気回路”～ 7月1日

高２受験への数学<ベクトル>(応用・標準) 7月1日 入試化学<理論>①② 7月1日

高２難関大への数学　<図形と方程式>(発展) 7月1日 入試物理<波動> 7月1日

高２受験への数学　<図形と方程式>(応用・標準) 7月1日 入試物理<熱力学> 7月1日

高２難関大への数学　<数ⅠA>(発展) 7月1日 ★共通テスト＆入試漢文 8月7日

高２受験への数学　<数ⅠA>(応用・標準) 7月1日 入試物理<力学> 7月1日

高２受験への数学　<関数総合>(応用) 7月1日 池田の古文読解の方程式（発展・応用） 7月1日

高２受験への数学　<関数総合>(標準) 7月1日 ★共通テスト＆私大への古文 7月27日

高２夏の英数総復習講座　数学 7月1日 スタンダード入試古文読解（標準） 7月1日

高２難関大への数学　<関数総合>(発展) 7月1日 ステップアップ古文法 7月1日

高２難関大への英文読解（発展） 7月1日 スタンダード入試現代文（標準） 7月1日

高２受験への英文読解（応用・標準） 7月1日 ★共通テスト攻略！現代文 8月7日

講座名 配信開始日 ★共通テスト攻略！数学ⅠA 7月27日

高２夏の英数総復習講座　英語 7月1日 ★共通テスト攻略！数学ⅡB 7月27日

重要問題完成！理系数学Ⅲ<極限・微分>（応用） 7月1日

高２　夏期講習　分野・レベル別コース 基礎力完成！理系数学Ⅲ<極限・微分>（標準） 7月1日

高１からの古文 7月1日 重要問題完成！理系数学Ⅲ<積分>（応用） 7月1日

高１・２古文・漢文基礎固め講座Ｖｏｌ1 7月1日 基礎力完成！理系数学Ⅲ<積分>（標準・基礎） 7月1日

高１数学テーマゼミ　<場合の数と確率>(応用・標準) 7月1日 重要問題完成！数学ⅠAⅡB(標準)〔２〕 7月1日

高１・２夏からはじめる古文 7月1日 最難関大への理系数学Ⅲ（発展） 7月1日

高１数学テーマゼミ　<数と式>(応用・標準) 7月1日 ハイレベル数学ⅠAⅡB（応用） 7月1日

高１難関大への数学テーマゼミ<場合の数と確率>(発展) 7月1日 重要問題完成！数学ⅠAⅡB(標準)〔１〕 7月1日

高１数学　完全理解<２次関数>(標準) 7月1日 ★北條の大学入学共通テストへの英語 8月7日

高１難関大への数学テーマゼミ<数と式>(発展) 7月1日 最難関大への数学ⅠAⅡB（発展） 7月1日

高１数学　完全理解<２次関数>(発展) 7月1日 重要単元完成！英文法・語法（標準・基礎） 7月1日

高１数学　完全理解<２次関数>(応用) 7月1日 Ｄｒ．引野の英語クリニック 7月1日

高１からの英文法（応用・標準） 7月1日 基礎力完成！英文読解（基礎） 7月1日

高１夏の英数総復習講座　数学 7月1日 設問形式完全攻略！英文法・語法（応用） 7月1日

高１からの英文読解（応用・標準） 7月1日 ハイレベル入試英文読解（応用） 7月1日

高１難関大への英文法（発展） 7月1日 スタンダード英文読解（標準） 7月1日

高１夏の英数総復習講座　英語 7月1日 講座名 配信開始日

高１難関大への英文読解(発展) 7月1日 難関国公立大への総合英語 7月1日

秀英iD予備校　自宅学習コース＜高校生＞夏期講習開講講座

高１　夏期講習　分野・レベル別コース 高３　夏期講習　国公立・私立大入試対策コース　/

講座名 配信開始日 大学入学共通テスト対策コース



※開講講座は変更になる場合があります。

□■高１対象講座■□

学年 教科 講座名 レベル 時間 講座内容

高１ 英語 高１夏の英数総復習講座　英語 応用～基礎 340分

ＯＵＴＰＵＴ力を鍛えるテスト演習＋解説講義(映像)で、自分の弱点を発見しつつ、理解
を深めることができる、夏期講習の一押し講座です。1講座につき、テスト演習(50分)×
3回＋解説講義(約50分)×3回＋修了テスト（40分）の構成（計7コマ）。基礎レベルから
応用レベルまで扱いますので、大学受験に向けて頑張りたい生徒はぜひ受講しよう。

高１ 英語
高１難関大への英文読解

(発展)
発展 80分X5回

将来、難関国公立・私立大を志望する高1生のための英文読解講座です。不定詞、前
置詞＋名詞、動名詞、現在分詞that 節に焦点を当て、英文を「句と節」の観点から、理
解・分析していきます。英文の骨格が理解できれば、抽象的に見える英文でも意味が
とりやすくなることが分かるでしょう。この夏、ランクが1つ上の英文に触れてみません
か？

高１ 英語
高１からの英文読解

(応用・標準)
応用・標準 80分X5回

英文の読み方がまだよく分からない高1生のための英文読解講座です。不定詞、前置
詞＋名詞、動名詞、現在分詞、that 節に焦点を当て英文を「句と節」という観点から読
み解いていきます。英文読解のポイントの的確な押さえ方を学べば、英文を読むことが
楽しくなるはずです。

高１ 英語
高１難関大への英文法

(発展)
発展 80分X5回

将来、高度な英語力を身につけたいという高1 生のための文法講座です。本講座で
は、時制、助動詞、態について理解を深め、応用・発展力を養成していきます。「適語
選択」「語句整序英作文」「正誤」「条件英作文」など様々な出題形式をこなして、難関
大入試の土台固めをしていきましょう。

高１ 英語
高１からの英文法

(応用・標準)
応用・標準 80分X5回

1学期に学習した「時制」「助動詞」「態」を総復習するための講座です。「適語選択」「整
序英作文」など頻出の問題に取り組む中で、英語の基礎をもう一度しっかり築き上げ、
2学期以降のレベルアップにつなげていきましょう。

高１ 数学 高１夏の英数総復習講座　数学 応用～基礎 340分

ＯＵＴＰＵＴ力を鍛えるテスト演習＋解説講義(映像)で、自分の弱点を発見しつつ、理解
を深めることができる、夏期講習の一押し講座です。1講座につき、テスト演習(50分)×
3回＋解説講義(約50分)×3回＋修了テスト（40分）の構成（計7コマ）。基礎レベルから
応用レベルまで扱いますので、大学受験に向けて頑張りたい生徒はぜひ受講しよう。

高１ 数学
高１数学　完全理解＜２次関数＞

(発展)
発展 80分X5回

難関大を志望し、早い時期から大学入試を見据えた学習への取り組みを希望する高1
生のための講座です。扱う単元を「2次関数」に絞り、入試問題を素材とした発展的な
問題に取り組み、独力でそれらに対処できるだけの数学力を養っていきます。 ※既習
者が対象です 。

高１ 数学
高１数学　完全理解＜２次関数＞

(応用)
応用 80分X5回

難関大を志望する高1生を対象とする講座です。本講座では単元を「2次関数」に絞り、
基本的概念・公式を確認しつつ、教科書レベル以上のより応用的な問題に取り組み、
共通テストレベルから入試標準レベルまでの入試問題を完答できる力を養成していき
ます。 ※既習者が対象です。

高１ 数学
高１数学　完全理解＜２次関数＞

(標準)
標準 80分X5回

「2次関数」の総復習講座です。この単元は2学期以降に学習する新しい単元の基礎と
もなっており、早い時期に固めておくことが大切です。基本的概念や公式などを確認
し、「平方完成」「場合分け」などの操作を完璧にすることで、定期テストや教科書の応
用レベルの問題を自力で確実に解ける力を養成していきます。※既習者が対象です。

高１ 数学
高１難関大への数学　テーマゼミ

＜数と式＞（発展)
発展 80分X5回

難関大を志望する高1生を対象とする講座です。「数と式」の単元に関して、基本的概
念・公式を確認しつつ、教科書レベル以上の応用問題に取り組んでいくことで、共通テ
ストレベルから入試標準レベルまでの入試問題を完答できる力を養成していきます。

高１ 数学
高１数学　テーマゼミ＜数と式＞

(応用・標準)
応用・標準 80分X5回

「数と式」の総復習講座です。基本的概念や公式を確認し、定期テストの応用問題や教
科書の応用問題レベルまで自力で完答できる力を養っていきます。

高１ 数学
高１難関大への数学　テーマゼミ

＜場合の数と確率＞（発展)
発展 80分X5回

難関大を志望する高1生を対象とする講座です。「場合の数と確率」の単元に関して、
基本的概念・公式を確認しつつ、教科書レベル以上の応用問題に取り組んでいくこと
で、共通テストレベルから入試標準レベルまでの入試問題を完答できる力を養成して
いきます。

高１ 数学
高１数学　テーマゼミ

＜場合の数と確率＞(応用・標準)
応用・標準 80分X5回

「場合の数と確率」の総復習講座です。基本的概念や公式を確認し、定期テストの応用
問題や教科書の応用問題レベルまで自力で完答できる力を養っていきます。

高１ 国語 高１からの古文 標準・基礎 80分X5回

古文学習の要である「活用語」の基本事項および「敬語法」の基本を扱っていきます。
文法の基本知識の理解を深めた 上で、その知識を読解に活かす方法も学びます。こ
の夏「ただ暗記するだけの古文学習」を脱し、一歩先を行く古文学習をスタートさせまし
よう。

高１ 国語 夏からはじめる古文 標準・基礎 80分X5回

古文読解に必要となる文法知識をーから整理できる講座です。用言2回、助動詞2回、
敬語1回の講義を通じて、文法知識を徹底的に復習します。これから本格的に古文読
解を始めるにあたり、必す受講しておきたい講座です。※未履修分野があっても受講
には差し支えありません。※高1・高2共通講座です。

高１ 国語
高１・２古文・漢文基礎固め講座

Ｖｏｌ 1
標準・基礎 30分×15回

古文の動詞の活用、形容詞・形容動詞、音便・語幹用法や、漢文の訓読の規則、再読
文字などをコンパクトに復習する講座です。※この講座は通期講座からの抜粋講座で
す。普段の授業で古典を受講している生徒は、「夏からはじめる古文」を受講しよう。

2020夏期講習　開講講座案内



□■高２対象講座■□

学年 教科 講座名 レベル 時間 講座内容

高２ 英語 高２夏の英数総復習講座　英語 応用～基礎 340分

ＯＵＴＰＵＴ力を鍛えるテスト演習＋解説講義(映像)で、自分の弱点を発見しつつ理解を
深めることができる、夏期講習の一押し講座です。1講座につき、テスト演習(50分)×3
回＋解説講義(約50分)×3回＋修了テスト（40分）の構成（計7コマ）。基礎レベルから
応用レベルまで扱いますので、大学受験に向けて頑張りたい生徒はぜひ受講しよう。

高２ 英語
高２難関大への英文読解

(発展)
発展 80分X5回

難関国公立・私立大の志望者を対象とする読解講座です。本講座では、倒置、強調、
省略、挿入などの「特殊構文」をテーマに、抽象度がやや高く、構造が複雑な英文を正
しく読み取ることができる力を養っていきます。

高２ 英語
高２受験への英文読解

(応用・標準)
応用・標準 80分X5回

「英文が読めない、自信がない」という高2生のために、短期間で読解の基本をマス
ターすることを目指す講座です。本講座では、文構造上重要なポイントである準動詞、
関係詞、接続詞を扱います。それらの文脈上の働きをきちんと理解することで、文意を
正確に読み解いていくことができるよう、指導していきます。

高２ 数学 高２夏の英数総復習講座　数学 応用～基礎 340分

ＯＵＴＰＵＴ力を鍛えるテスト演習＋解説講義(映像)で、自分の弱点を発見しつつ理解を
深めることができる、夏期講習の一押し講座です。1講座につき、テスト演習(50分)×3
回＋解説講義(約50分)×3回＋修了テスト（40分）の構成（計7コマ）。基礎レベルから
応用レベルまで扱いますので、大学受験に向けて頑張りたい生徒はぜひ受講しよう。

高２ 数学
高２難関大への数学＜関数総合＞

(発展)
発展 80分X5回

難関大を志望し、身につけた基本知識を発展させるノウハウを学びたい高2生が対象
です。「三角関数」「指数・対数関数」の単元を扱い、実際の入試問題を題材にして総復
習していきます。解答の糸口が発見し難い発展問題への対処法や総合問題を通じて、
実カアップを図ります。 ※既習者が対象です。

高２ 数学
高２受験への数学＜関数総合＞

(応用)
応用 80分X5回

教科書レベルの問題を卒業し、入試にも対応した応用問題にも挑戦したい高2生を対
象とする講座です。「三角関数」「指数・対数関数」の単元を扱い、実際の入試問題を題
材にして総復習していきます。典型・頻出問題の定着と総合問題を通じた数学力の向
上を目標とします。 ※既習者が対象です。

高２ 数学
高２受験への数学＜関数総合＞

(標準)
標準 80分X5回

「三角関数」「指数・対数関数」の基本事項の確認と計算力の確立、解法パターンの習
得を目指します。この分野は、他の分野と融合させた問題も多く見られ（特に理系の場
合は、数学Ⅲの「 微分法・積分法」で必要）、合否の鍵を握ることもしばしばありますの
で、しっかりと基礎を固めておきましよう。※既習者が対象です。

高２ 数学
高２難関大への数学＜数学ⅠA＞

(発展)
発展 80分X5回

難関大を志望し、早くから積極的に入試問題にも挑戦したい高2生を対象とする講座で
す。単に公式や解法パターンに当てはまる問題ではなく、思考力を鍛えるような発展的
な問題を扱います。1年生で履修を終えている「数学ⅠA」の全体像を把握して土台を
築き、来たる受験勉強に備えていきましょう。

高２ 数学
高２受験への数学＜数学ⅠA＞

(応用・標準)
応用・標準 80分X5回

教科書の応用問題レベルを確実に解き切る力をつけ、受験レベルヘワンランクアップ
を目指す高2生を対象とする講座です。「数学ⅠA」において、基本事項の確認と解法
パターンの習得を通して、標準レベルの問題に自分で対処できるような力を養成しま
す。

高２ 数学
高２難関大への数学＜図形と方程式＞

(発展)
発展 80分X5回

教科書レベルの問題を卒業し、入試にも対応した応用問題にも挑戦したい高2生を対
象とする講座です。「図形と方程式」の頻出問題の定着を図り、他の分野との融合問題
や総合的な問題の経験を経て、数学力の向上を目標とします。

高２ 数学
高２受験への数学＜図形と方程式＞

(応用・標準)
応用・標準 80分X5回 基礎の復習と入試頻出問題を扱い、教科書レベルよりワンランク上の力を養成します。

高２ 数学
高２難関大への数学＜ベクトル＞

(発展)
発展 80分X5回

教科書レベルの問題を卒業し、入試にも対応した応用問題にも挑戦したい高2生を対
象とする講座です。「ベクトル」の頻出問題の定着を図り、他の分野との融合問題や総
合的な問題の経験を経て、数学力の向上を目標とします。

高２ 数学
高２受験への数学＜ベクトル＞

(応用・標準)
応用・標準 80分X5回 基礎の復習と入試頻出問題を扱い、教科書レベルよりワンランク上の力を養成します。

高２ 国語 夏からはじめる古文 標準・基礎 80分X5回

古文読解に必要となる文法知識をーから整理できる講座です。用言2回、助動詞2回、
敬語1回の講義を通じて、文法知識を徹底的に復習します。これから本格的に古文読
解を始めるにあたり、必す受講しておきたい講座です。※未履修分野があっても受講
には差し支えありません。※高1・高2共通講座です。

高２ 国語 高２受験への古文 応用・標準 80分X5回

これから受験を目指す上で、「何とかして古文の基本を身につけたい」という高2生のた
めの講座です。本講座では「助動詞」の総復習を行い、読解の重要な視点となる文構
造の把握をスムーズに行えるようにしていきます。さらに、入試頻出の「平安貴族」の古
典常識を紹介します。

高２ 国語
高１・２古文・漢文基礎固め講座

Ｖｏｌ 1
標準・基礎 30分×15回

古文の動詞の活用、形容詞・形容動詞、音便・語幹用法や、漢文の訓読の規則、再読
文字などをコンパクトに復習する講座です。※この講座は通期講座からの抜粋講座で
す。普段の授業で古典を受講している生徒は、「夏からはじめる古文」を受講しよう。

高２ 国語
高１・２古文・漢文基礎固め講座

Ｖｏｌ 2
標準・基礎 30分×15回

古文の助動詞、敬語、漢文の否定・可能・不可能などの基本的句法などを復習する講
座です。※この講座は通期講座からの抜粋講座です。普段の授業で古典を受講して
いる生徒は、「高2受験への古文」を受講しよう。

高２ 理科 高２受験への物理 応用・標準 80分X5回

「 運動方程式」と「力学的エネルギーと仕事」を中心として、各種公式・法則の使い方を
整理し、定着させることを目指します。問題解説を通して、考え方のコツを伝授します。
「等加速度運動」・「斜方投射」・「運動方程式」・「 力学的エネルギーと仕事」を扱いま
す。

高２ 理科 高２受験への化学 応用・標準 80分X5回
化学の考え方の土台である「結合」「物質量」「濃度」「化学反応式と量的関係」におい
て、基本事項の解説からはじめ、数多くの問題に挑戦することで、考え方のポイントを1
つ1つ指導していきます。



□■高３対象講座■□

学年 教科 講座名 レベル 時間 講座内容

高３ 英語 難関国公立大への総合英語 発展 80分X5回
難関国公立大2次試験に向けた対策講座です。「読解総合問題」を素材に、英文を論
理的に把握し、設問に対して的確な解答を与える方法論を教授します。また、「記述英
作文」にも対応していきます。

高３ 英語
ハイレベル入試英文読解

(応用)
応用 80分X5回

国公立・私立大に頻出の「論説文」や「物語・エッセイ」などの長文問題に対し、精緻か
つ論理的に英文を読み解く力を養成する講座です。長文を本格的にきちんと読みこな
していける力を養いましょう。

高３ 英語
スタンダード英文読解

(標準)
標準 80分X5回

準動詞、関係詞、仮定法、比較、強調・倒置表現を含む文をテーマに、長文を正しく読
み解いていく力を養成していきます。基本構文→長文読解の構成で、無理なく、確実に
長文読解力がついていきます。

高３ 英語
基礎力完成！英文読解

(基礎)
基礎 80分X5回

準動詞、関係詞、仮定法、比較、強調・倒置表現を含む文をテーマに、長文を正しく読
み解いていく力を養成していきます。基本構文→長文読解の構成で、長文を読み解く
力が身についていきます。

高３ 英語
設問形式完全攻略！英文法・語法

(応用)
応用 80分X5回

難関大の文法・語法問題を、設問形式別にその解法を明確にすることが本講座の狙い
です。「適語選択」「連立完成」「正誤」「語句整序」「条件英作文」など様々な形態の設
問において、確実に解答できる技術を伝授します。

高３ 英語
重要単元完成！英文法・語法

(標準・基礎)
標準・基礎 80分X5回

共通テスト、有名私立大における文法・語法問題はどこが狙われるのか？この問いに
対する回答の「エッセンス」が本講座です。「動詞関連」「準動詞関連」「前置詞」「関係
詞」など、複合的な単元問題に対する「正答識別力」を養います。

高３ 英語 Dr.引野の英語クリニック 応用・標準 80分X5回

時制・助動詞・不定詞といった単元別学習ではなかなか意識して学習機会を持てな
い、「盲点」かつ「重要事項」ばかりをピンポイントで攻略します！①正誤②整序③空所
補充④和訳など様々な問題形式を通じて、1人では治せない患部＝「盲点」を徹底治
療していきます。英語の真の実力を養成したい諸君の参加を待っている！

高３ 数学
最難関大への数学ⅠAⅡB

(発展)
発展 80分X5回

旧帝大、束工大、一橋大、国立医学部を志望する学生を対象に開講する講座です。解法切り口の
発見の仕方、解法メソッドの選択の仕方、および論理展開力の養成を目的とします。第1講では確
率の漸化的な考え方や数式の処理方法、第2講では軌跡や通過領域、第3講ではベクトルの幾何
学的応用、第4講では微積分の極値問題、グラフ描画、通過領域の面積、第5講では2項係数と素
数の有名問題、領域内の格子点、漸化的に定義された整数列を学習します。

高３ 数学
ハイレベル数学ⅠAⅡB

(応用)
応用 80分X5回

論理展開力を養成し、数学的思考力を定着させる講座です。さらに、解法選択の仕方、解法発見
のコツ等も伝授します。第1講では確率の基本的な考え方、倍数との融合問題の処理の仕方、確
率の最大を求める方法、第2講では極値問題、積分方程式の応用、2曲線で固まれた部分の面
積、第3講では平面、空間ベクトルの幾何学的応用、第4講では、軌跡、通過領域の考え方、第5
講では、漸化式と和の計算方法、数学的帰納法を学習します。

高３ 数学
重要問題完成！数学ⅠAⅡB[１]

(標準)
標準 80分X5回

典型かつ頻出問題の解法の定着を図ります。扱う単元は「2次関数」「場合の数と確
率」「図形と方程式」「複素数と方程式」「式と証明」「数列」です。

高３ 数学
重要問題完成！数学ⅠAⅡB[２]

(標準)
標準 80分X5回

共通テストなどで頻出の典型問題の解法の定着を図ります。扱う単元は「図形と計量」
「三角関数」「指数・対数関数」「微分法」「積分法」「平面ベトクル」「空間ベクトル」です。

高３ 数学
最難関大への理系数学Ⅲ

(発展)
発展 80分X5回

極限を中心とした融合問題、微分法の方程式・不等式への応用問題、区分求積法の
応用問題、非回転体の体積、媒介変数で表された曲線と面積・体積など、差のつく典
型・頻出問題の解法の定着および論理的な展開力、計算力の強化を図ります。扱う内
容は「極限」「微分法」「積分法」「媒介変数で表された曲線と微積分」です。

高３ 数学
重要問題完成！理系数学Ⅲ

＜積分＞(応用)
応用 80分X5回

置換積分法、部分積分法、定積分を含む関数、積分漸化式、区分求積法、定積分と無
限級数の融合問題、定積分と不等式、面積、媒介変数で表された曲線と面積、回転体
の体積、非回転体の体積など、典型問題の解法の定着と計算力の向上を図り、総合
問題対策に備えます。扱う単元は「積分法」です。

高３ 数学
基礎力完成！理系数学Ⅲ
＜積分＞(標準・基礎)

標準・基礎 80分X5回
数学Ⅲ「積分法」の基本概念を学習する講座です。ゼロの状態から基本的な体積計算
ができるまでの力をつけることが目標となります。数学Ⅲの基本事項をー通りマスター
し、本格的な入試問題対策に入れるように準備することが合格への近道です。

高３ 数学
重要問題完成！理系数学Ⅲ
＜極限・微分＞(応用)

応用 80分X5回
典型・頻出問題の解法ポイントの復習と、計算力の向上を目指します。扱う単元は「数
列の極限」「関数の極限」「微分法とその応用」です。

高３ 数学
重要問題完成！理系数学Ⅲ
＜極限・微分＞(標準)

標準 80分X5回
基本事項を総復習し、典型問題の解法パターンの習得や計算力の向上を目指します。
扱う単元は「極限」「微分法」です。



学年 教科 講座名 レベル 時間 講座内容

高３ 国語
スタンダード入試現代文

(標準)
標準 80分X5回

人気私立大や中堅国公立大に対応する力を養成する講座です。入試頻出テーマの
「評論文」を読み解くための読解方法・背景知識・重要語句を丁寧に解説するとともに、
内容説明・理由説明・空欄補充など典型的設問へのアプローチの仕方を伝授し、現代
文の学習基礎を固めていきます。

高３ 国語
スタンダード入試古文読解

(標準)
標準 80分X5回

「文法は大体分かっているけど、読解はいま一つ苦手」という受験生のための講座で
す。「語彙·語訳」「空所補充」「敬意」「主体判定」「内容合致」などの頻出の設問を通し
て、確かな古文読解力と解答力を養います。

高３ 国語 ステップアップ古文法 基礎 80分X5回

「古文はどうも苦手」と言う文系生と「古文の共通テスト対策を始めたい」と言う理系生
には、古文法を押さえることをお勧めします。本講座では、「用語」「助動詞」「助詞」「敬
語」など、特に古文法の核になる分野を基礎から丁寧に解説し、古文学習の土台を築
きます。

高３ 国語
池田の古文読解の方程式

(発展・応用)
発展・応用 80分X5回

主語判定・敬語などの文法事項を含みながらも、授業の中心は文章の読み方・解き方
を学びます。単に問題を解きながらの解説ではなく、どんな問題にも通用する一般解
法を中心に行います。重要文法を最初に教授し、主に読解の解法力に時間をかけま
す。古文が苦手という生徒も、古文の得点をワンランクアップさせたいという生徒も、全
員集合！

高３ 理科 入試物理＜力学＞ 応用・標準 80分X5回

中堅レベルの大学を目指す受験生のための講座で、「力学」の分野の典型問題を中心
に扱います。各分野の基本法則の使い方を確認した上で、典型問題が主流を占める
中堅レベルの大学入試で、合格ラインを突破する得点を確保するための基礎を固める
ことが本講座の狙いです。

高３ 理科 入試物理＜波動＞ 応用・標準 80分X5回

中堅レベルの大学を目指す受験生のための講座で、「波動」の分野の典型問題を中心
に扱います。各分野の基本法則の使い方を確認した上で、典型問題が主流を占める
中堅レベルの大学入試で、合格ラインを突破する得点を確保するための基礎を固める
ことが本講座の狙いです。

高３ 理科 入試物理＜熱力学＞ 応用・標準 80分X5回

中堅レベルの大学を目指す受験生のための講座で、「熱力学」の分野の典型問題を扱
います。この分野は用いる法則や考え方がかなり限られるため、得点源にしやすいと
いう特徴があります。頻出テーマに絞って集中特訓することにより、得点源にするため
の土台を築くことが本講座の狙いです。

高３ 理科 入試化学＜理論＞①② 応用・標準 160分X5回

有名国公立大や中堅私立大を目指す受験生のための講座です。「化学理論は状況が
つかめず難しい」という声に応え、ポイントを押さえながら、基本事項をまとめ上げま
す。入試頻出問題を取り扱うことで、正解に至る過程を理解して、得点力アップを目指
します。【化学基礎・化学理論既習者対象です］※共通テスト化学基礎のみを受験する
生徒は対象外です。

高３ 理科 入試化学＜有機・無機＞ 応用・標準 80分X5回

無機・有機化学を必要とする受験生のための講座です。「非金属・金属元素」「脂肪族
化合物」に焦点をあて、一度習ったけど「何から覚えていいのかわからない」という声に
応え、無機・有機化合物の基本事項を体系的にまとめあげ、一気にレベルアップを図り
ます。【化学無機・有機（脂肪族化合物まで）既習者対象です】

高３ 理科 入試生物①② 応用・標準 160分X5回

「生命現象と物質」「遺伝子のはたらき」「生殖と発生」の分野を中心に、基本的な事項
からiPS細胞をはじめとする再生医療等の発展的な内容まで扱います。また、多くの受
験生が苦手とする代謝の計算問題も扱います。共通テストを「生物」で受験する生徒に
も対応しています。

高３ 理科 末永の物理＜電気回路＞ 最難関～基礎 80分X5回

物理がまったく分からないと思っている人から束大を目指す人まで、すべての生徒が
対象の講座です。電磁気の中でも問題の種類が多く、出題頻度が高い電気回路の解
法を講義します。先輩受講生から絶大な信頼と支持を受けていた授業を是非受講して
ください。受講した瞬間から物理の考え方が180°変わります。

高３ 地歴
日本史短期集中講義
＜古代～近世＞①②

応用・標準 160分X5回
「近世前期」までの日本史最終便。本格的に日本史の受験勉強を開始したい受験生
や、これまで身につけた知識を固めたい受験生のための短期集中講座です。扱う単元
は「古代」から「近世前期（文治政治）」までの「政治史」「外交史」です。

高３ 地歴
日本史短期集中講義！文化史

＜古代～近世＞
応用・標準 80分X5回

取り上げる範囲は天平文化から近世前半の文化まで。入試必出である「文化史」の頻
出ポイントを時代別に徹底的に掘り下げます。ポイントが掴みにくく、独学が困難で、後
回しになりがちなところですが、5回という短期間で完全整理することで、「文化史」範囲
の高得点獲得を狙います。「日本文化史（近世～近代）」とセットで受講することをお薦
めします。

高３ 地歴
日本史短期集中講義！文化史

＜近世～近代＞
応用・標準 80分X5回

取り上げる範囲は近世後半の文化から大正・昭和前期の文化まで。入試必出である
「文化史」範囲において、高得点を取れる力を養成します。「日本文化史（古代～近
世）」とセットで受講することをお薦めします。

高３ 地歴
世界史　超・スピード総整理！

東洋史
応用・標準 80分X5回

現在のイスラーム世界の前近代史（古代オリエント、ヘレニズム、古代イラン、オスマン
朝、サファビー朝、ムガル朝までのイスラーム史およびインド史）とアヘン戦争までの中
国史を扱います。東洋史を最短時間で共通テストレベルまでは押さえたいという受験
生に最適な講座です。

高３ 地歴
世界史　超・スピード総整理！

西洋史
応用・標準 80分X5回

古代ギリシア・ローマ、中世ヨーロッパ、大航海時代、ルネサンス、宗教改革、絶対王
政、市民革命から19世紀ウィーン体制の崩壊に至る欧米史を扱います。西洋史のポイ
ントを最短時間で押さえたいという受験生に最適な講座です。



学年 教科 講座名 レベル 時間 講座内容

高３ 地歴
世界史テーマ完成　ポイントゼミ

＜文化史>
標準・基礎 80分X5回

世界史の深層を成す宗教・思想を、歴史的事件への影響を明らかにしつつ、入試頻出
の文化遺産とともに明解に覚えてもらいます。テキストは個性豊かな人物そのものに目
を向ける逸品です。

高３ 地歴
世界史テーマ完成　ポイントゼミ

＜同時代史＞
標準・基礎 80分X5回

入試問題を教材に、前2世紀から20世紀までをグローバルに俯瞰します。世界をつな
いで把握する上でカギとなる年号・人物を浮き彫りにしつつ、政治的・商業的ネットワー
クを明示します。　★ 別途、副教材の購入が必要になります（「ニューステージ世界史
詳覧」（浜島書店））

高３ 英語 北條の大学入学共通テストへの英語 応用・標準 80分X5回

いよいよ本年度より『大学入学共通テスト』が実施されます。新しいテストを前に受験生
は大変不安に思っていることでしょう。本講座はそんな受験生に贈る特別講座です。今
後求められる英語力とは一体何なのか。『リーディング・リスニングの全問題』を北條講
師が徹底的に分析し解説します！

高３ 数学 共通テスト攻略！数学ⅠＡ 応用・標準 50分X8回

共通テストに向けて、まずは単元ごとの代表的かつ頻出の問題の演習を通して、得点
力を高めるための素地を作っていく必要があります。過去に出題された良問をベースと
して対策をしていきます。扱う内容は「数と式」「2次関数」「論理と集合」「三角比」「場合
の数・確率」です。※既習者が対象です。

高３ 数学 共通テスト攻略！数学ⅡＢ 応用・標準 50分X8回

共通テストの数学ⅡＢは、数学ⅠＡに比べて問題の量も多く、解答を素早く正確に導く
必要があります。そこで単元ごとの代表的かつ、頻出の問題の演習を通して、適切な
解法選択ができるための素地を作っていきます。扱う内容は「三角関数」「指数関数・
対数関数」「座標問題（図形と方程式・微分法・積分法）」「ベクトル」「数列」です。※既
習者が対象です。

高３ 国語 共通テスト攻略！現代文 応用・標準 80分X5回

共通テストの現代文はこれまでの内容に加え、「思考力」・「判断力」などが問われる形
式となるため、しっかりとした読解力の養成が必要です。現代文は「日本語だから何と
かなるだろう」という気持ちでいると得点力が身に着きません。本講座で十分な対策を
行ってください。

高３ 国語 共通テスト＆私大への古文 応用・標準 80分X5回

共通テスト及び、客観問題を中心に出題する中堅私立大学志望者対象の講座です。
講座前半で文章理解の基礎となる「用言」「助動詞」「助詞」「敬語」などの古典文法を
総まとめし、後半で実戦的な長文読解法を習得することで、オールラウンドな学力を養
成します。

高３ 国語 共通テスト＆入試漢文 応用・標準 80分X5回
共通テストを含め、入試で漢文が必要な生徒対象の講座です。「再読文字」「使役」「否
定」「疑問反語」「受身」などの頻出句形の知識を読解に応用する方法も解説し、不足
かつ後回しになりがちな漢文の学習を総合的に効率よく進めます。

高３ 理科 共通テスト攻略！化学基礎 応用・標準 80分X5回

共通テスト化学基礎で何としても合格点以上を取りたい受験生が対象です。本講座で
は、化学基礎で頻出の単元である「物質の構成」「物質量・濃度・化学反応式」「酸塩
基」「酸化還元」を扱います。基本事項の確認はもちろん、短時間で正確に正解にたど
り着くための｢着眼点｣｢糸口｣を指導していきます。【本講座は化学基礎の履修者対象
です】

高３ 理科 共通テスト攻略！生物基礎 応用・標準 80分X5回

共通テストの「生物基礎」を受験する生徒が対象です。「覚えるだけで何とかなる」と
思っている人に、正しい生物の勉強法、そして理解することの大切さを伝えます。今年
度から始まるテストなので、小手先のテクニックを身につけるのではなく、本質的な勉
強をすることが一番の対策になります。夏から生物基礎の対策を本格的に行う受験生
に最適の講座です。

高３ 地歴 共通テスト攻略！地理B 応用・標準 80分X5回
共通テスト対策を中心に、国公立2次・私大入試も視野に入れた基礎固めを行います。
「地形図の読図」「統計」「地形」「気候」「第1次産業」「人種・民族・国家」の分野を中心
に、得点力をつける要点解説と演習が盛りだくさんです。


