
⾙塚校/⼤学受験コース 2023年度 ゼミ講座編成表 能開センター

⾼１

⾼２

□一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ生徒個人面談を実施し、受講講座を決定していきます。
□講座レベルは、0→1→2→3→4→5→6→7の順に難易度が高くなります。

□一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ生徒個人面談を実施し、受講講座を決定していきます。
□講座レベルは、0→1→2→3→4→5→6→7→8→9の順に難易度が高くなります。

科⽬ 授業
スタイル 講座名称 レベル 受講ポイント（主な志望⼤レベル） 曜⽇ 時間帯

週当た
り

の時間
数

開講時期

科⽬ 授業
スタイル 講座名称 レベル 受講ポイント（主な志望⼤レベル） 曜⽇ 時間帯

週当た
り

の時間
数

開講時期

講座コード

講座コード

英語

最難関⼤英語S

難関⼤英語T

有名⼤英語A

数学
最難関⼤数学S

難関⼤数学T

有名⼤数学A

国語 難関国語ST

英語

最難関⼤英語S

難関⼤英語T

有名⼤英語A

数学

最難関⼤数学S

難関⼤数学T

有名⼤数学A

国語 難関国語ST 

理科

難関⼤化学

難関理系化学ST

難関理系物理ST

141S 5〜7 京都⼤・⼤阪⼤等の旧帝⼤レベルの最難関
⼤志望者を対象とする講座

141T 3〜5 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤志
望者を対象とする講座

141A 1〜3 ⼤阪教育⼤・和歌⼭⼤や関関同⽴等の有名
国公⽴・私⽴⼤志望者を対象とする講座

11BS 5〜7 京都⼤・⼤阪⼤や国公⽴⼤医学部医学科等
の最難関⼤志望者を対象とする講座

111S 4〜6 京都⼤・⼤阪⼤等の旧帝⼤レベルの最難関
⼤志望者を対象とする講座

111T 3〜5 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤志
望者を対象とする講座

111A 1〜3 ⼤阪教育⼤・和歌⼭⼤や関関同⽴等の有名
国公⽴・私⽴⼤志望者を対象とする講座

17SN オンゼミ 4〜6 ⾼校国語の内容に深く触れながら、⼊試で
求められる⾼い読解⼒の養成を⽬指す講座

241S 6〜8 京都⼤・⼤阪⼤等の旧帝⼤レベルの最難関
⼤志望者を対象とする講座

241T 4〜6 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤志
望者を対象とする講座

241A 2〜4 ⼤阪教育⼤・和歌⼭⼤や関関同⽴等の有名
国公⽴・私⽴⼤志望者を対象とする講座

211S 6〜8
京都⼤・⼤阪⼤等の旧帝⼤レベルの最難関
⼤志望者を対象とする講座
(3学期から⽂理別講座に再編成)

211T 4〜6
⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤志
望者を対象とする講座
(3学期から⽂理別講座に再編成)

211A 2〜4
⼤阪教育⼤・和歌⼭⼤や関関同⽴などの有
名国公⽴・私⽴⼤志望者を対象とする講座
(3学期から⽂理別講座に再編成)

27SN オンゼミ 5〜8
記述試験で国語が必要となる⼤学の志望者
が対象で、⾼い読解⼒と記述⼒の養成を⽬
指す講座

2C1T 4〜7 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤志
望者を対象とする講座

2CSN オンゼミ 5〜8
旧帝⼤、医学部医学科等の最難関⼤理系学
部から有名国公⽴⼤理系学部志望者を対象
とする講座

2PSN オンゼミ 5〜8
旧帝⼤、医学部医学科等の最難関⼤理系学
部から有名国公⽴⼤理系学部志望者を対象
とする講座

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

⽊ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽊ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽊ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⼟ 17:20〜19:20 120分 1〜12期

⽉ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽉ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽉ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽕ 20:10〜21:30 80分 1〜12期

⽕ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽕ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽕ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⾦ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⾦ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽔ 19:40〜21:40 120分 1〜12期

⽕ 18:30〜19:50 80分 1〜12期

⼟ 19:40〜21:00 80分 1〜12期

⽕ 20:20〜21:40 80分 1〜12期

⽊ 20:20〜21:40 80分 1〜12期

※授業スタイル…オンゼミ＝オンラインゼミ／映像＝⼤学受験映像講座 ＜2022.12.10現在＞
※授業曜⽇、時間は現段階での予定です。講座によっては変更になる場合があります。
※【オンラインゼミ】については、別紙の「オンラインゼミ ⼤学受験」パンフをご参照ください。

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

(4⽉〜3⽉)

中⾼⼀貫⽣対象
東・京・医数学H



⾙塚校/⼤学受験コース 2023年度 ゼミ講座編成表 能開センター

⾼３ □一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ生徒個人面談を実施し、受講講座を決定していきます。
□講座レベルは、0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→Sの順に難易度が高くなります。

科⽬ 授業
スタイル 講座名称 レベル 受講ポイント（主な志望⼤レベル） 曜⽇ 時間帯

週当た
り

の時間
数

開講時期講座コード

英語

京・阪英語S

阪・神・難関⼤英語T

有名⼤英語A

私⼤英⽂法ファイナル講座

数学

阪・神・難関⼤理系数学ST

有名⼤理系数学A

阪・神・難関⼤⽂系数学T

有名⼤⽂系数学A

国語

難関⼤記述現代⽂

共通テスト現代⽂

難関記述国語ST

共通テスト国語K

理科

難関⼤化学

難関⼤物理

難関理系化学ST

難関理系物理ST

これから始める物理基礎

これから始める化学基礎

これから始める⽣物基礎

社会

共通テスト⽇本史K 

共通テスト世界史K 

342S 8〜S 京都⼤や⼤阪⼤等の旧帝⼤レベルの最難関
⼤志望者を対象とする講座

341T 6〜8 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤志
望者を対象とする講座

341A 4〜6 ⼤阪教育⼤・和歌⼭⼤や関関同⽴等の有名
国公⽴・私⽴⼤志望者を対象とする講座

351T ライブ 4〜6

322S 7〜9 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤理
系志望者を対象とする講座

321A 5〜7
⼤阪教育⼤・和歌⼭⼤や関関同⽴等の有名
国公⽴・私⽴⼤理系志望者を対象とする講
座

332S 6〜8 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤⽂
系・⽂理系志望者を対象とする講座

331A 4〜6
⼤阪教育⼤・和歌⼭⼤や関関同⽴等の有名
国公⽴・私⽴⼤⽂系・⽂理系志望者を対象
とする講座

372T 6〜8
⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の２次試験
で⾼いレベルの読解⼒、記述⼒が求められ
る難関⼤志望者を対象とする講座

372K 4〜6
共通テスト対策や有名国公⽴・私⽴⼤等の
受験対策まで幅広く対応し、⾼得点を⽬指
す講座

37SN オンゼミ 7〜9
記述試験で国語が必要な受験⽣が対象。現
代⽂を中⼼に最難関⼤レベルの解答作成能
⼒を養成する講座

37KN オンゼミ 4〜6
共通テスト対策や地⽅国公⽴⼤、有名私⼤
などの受験対策まで幅広く対応し、⾼得点
を⽬指す講座

3C2T 5〜8 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤志
望者を対象とする講座

3P1T 5〜8 ⼤阪⼤・神⼾⼤や⼤阪公⽴⼤等の難関⼤志
望者を対象とする講座

3CSN オンゼミ 7〜9
旧帝⼤、医学部医学科等の最難関⼤理系学
部から有名国公⽴⼤理系学部志望者を対象
とする講座

3PSN オンゼミ 7〜9
旧帝⼤、医学部医学科等の最難関⼤理系学
部から有名国公⽴⼤理系学部志望者を対象
とする講座

R401 映像 0〜3 教科書レベルから「物理基礎」を無理なく
丁寧に解説していく講座

R402 映像 0〜3 教科書レベルから「化学基礎」を無理なく
丁寧に解説していく講座

R403 映像 0〜3 教科書レベルから「⽣物基礎」を無理なく
丁寧に解説していく講座

3JKN オンゼミ 4〜6 共通テスト対策や有名私⼤の受験対策まで
幅広く対応し、⾼得点を⽬指す講座

3WKN オンゼミ 4〜6
共通テストで頻出の地図や年号を中⼼に膨
⼤な知識を効率的かつ体系的にまとめ、⾼
得点を⽬指す講座

関関同⽴等私⼤の⽂法問題の攻略を⽬指す
講座
11⽉（8期）以降、関関同⽴・私⼤の⼊試
実戦演習に特化して実施（本科T/Aとの

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

⽊ 18:50〜21:40 160分 1〜9期

⾦ 18:50〜21:40 160分 1〜9期

⾦ 18:50〜21:40 160分 1〜9期

⽊ 18:00〜19:20 80分 1〜9期

⽔ 18:50〜21:40 160分 1〜9期

⽔ 18:50〜21:40 160分 1〜9期

⼟ 19:40〜21:40 120分 1〜9期

⼟ 19:40〜21:40 120分 1〜9期

⽕ 18:40〜20:00 80分 1〜9期

⽕ 20:20〜21:40 80分 1〜9期

⽕ 18:00〜19:20 80分 1〜11期

⼟ 20:10〜21:30 80分 1〜9期

⼟ 17:20〜19:20 120分 1〜9期

⼟ 19:40〜21:40 120分 1〜9期

⽕ 18:00〜20:00 120分 1〜11期

⽊ 18:00〜20:00 120分 1〜11期

選択 1回80分×12講義 1〜10期

選択 1回80分×9講義 1〜10期

選択 1回80分×9講義 1〜10期

⽊ 19:30〜21:30 120分 1〜9期

⽔ 19:30〜21:30 120分 1〜9期

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜2⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜2⽉)

(4⽉〜2⽉)

(4⽉〜1⽉)

(4⽉〜1⽉)

(4⽉〜1⽉)

(4⽉〜12⽉)

(4⽉〜12⽉)



共通テスト地理K 

共テ対策
特定⼤対策

共通テストパーフェクト
特定⼤対策直前講座

推薦⼊試
⼩論/⾯接対策

①1対1指導、1対2指導
②オンライン家庭教師

3GKN オンゼミ 4〜6
共通テストの出題傾向を徹底分析したピン
ポイント講義で⾼得点を⽬指す講座。夏期
講習から開講予定。

映像 4〜S
共通テスト対策から特定⼤学の対策講座ま
で、⾃分に必要な講座を選んで実践⼒を養
成する

個別
⼩論⽂/⾯接など推薦系の⼊試対策や特定
単元の学⼒強化など、個⼈別に最適化学習
を提供

⽊ 20:10〜21:30 80分 5〜9期

選択 1回80分×5講義から 1〜11期

選択 ①校舎受講
②在宅受講

1〜11期

※授業スタイル…オンゼミ＝オンラインゼミ／映像＝⼤学受験映像講座 ＜2023.4.27現在＞
※160分講座は途中10分の休憩時間を含みます。
※授業曜⽇、時間は現段階での予定です。講座によっては変更になる場合があります。
※【オンラインゼミ】共通テスト地理Kの講座は夏期講習より開講予定です。
※【オンラインゼミ】については、別紙の「オンラインゼミ ⼤学受験」パンフをご参照ください。

(8⽉〜12⽉)

(4⽉〜2⽉)

(4⽉〜2⽉)




