
■『スタートダッシュA』『スタートダッシュB』講座は、クラス分けを実施する予定です。受講するクラスは初日にご案内いたします。

■『スタートダッシュC』講座は、クラス分けを行わない予定です。

■『スタートダッシュA』『スタートダッシュB』講座の1日目、『スタートダッシュC』講座は最終日に『高校での効果的な学習方法』の講義を行います。

■ 『高校での効果的な学習方法』について、それぞれのタームの時間帯は次のとおりです。
『スタートダッシュA』10:10～11:10
『スタートダッシュB』15:10～16:10
『スタートダッシュC』13:10～14:10

＊基本的にはお申し込みのタームの『高校での効果的な学習方法』にご参加ください。（ご都合つかない場合はご相談ください。）

20:00～21:20難関国語ST国語 オンゼミ 17SN

14AN

11SN

11AN

3/27.28.29高校古文入門（動詞の活用など）

オンゼミ 3/27.28.29 18:30～19:50高校英語入門（５文型、英文読解）最難関英語S 14SN

数学

オンゼミ 20:00～21:203/30.31.4/1高校英語入門（５文型と基本演習）標準英語A
18:30～19:50オンゼミ 3/23.24.25

オンゼミ

最難関数学S
標準数学A

高校数学入門（数と式、実数、絶対値など）

高校数学入門（数と式など） 3/23.24.25 18:30～19:50
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教科 講座名称 形式 講座No. 実施日時講座内容

ライブ 1AスタートダッシュA

英語
数学
国語

英語

英語
数学
国語

英語・数学・国語の先取り学習をします。
《英語》
読解:英文解釈の基礎、文法:「５文型」「時制」などを学習し
ます。
《数学》
高校数学の最初のテーマである「展開」と「因数分解」を学習し
ます。
《国語》
高校古文入門。「動詞の活用」を学習します。

ライブ 1C

10:10～12:20

13:10～15:20

3/23.24.25.26.27

4/3.4.5.6.7

3/23.24.25.26.27 15:10～17:20
英語
数学
国語

スタートダッシュB ライブ 1B

スタートダッシュC

受講

費用

概要と特⾧

ライブゼミは、能開のプロ講師が、プロならではの指導法で臨場感や緊張感のある授業空間を創造する「対面式一斉授業形式」の受講形式です。生徒の反応に臨機
応変に即応しながら独学で学べない内容（深さや視点の多様さなど「目からウロコ」）の新発見があり、仲間との切磋琢磨による相乗効果により学習意欲の向上も
図る受講形式です。

オンラインゼミとは、能開センター精鋭講師陣によるリアルタイムの双方向授業です。ライブゼミと異なる点は、校舎がお近くに無い場合など通塾が困難な場合は
自宅で受講できる点です。また、アーカイブ（録画）での受講も可能なため、授業後の再度の見直しやリアルタイムで受講できなかった際も授業を受けられるのが
特徴の受講形式です。

受講形式

ライブゼミ（ライブ）

オンラインゼミ（オンゼミ）



高1で苦手だった単元をピンポイントで攻略!

推薦入試系の小論文や面接を個人別に指導

これから始める生物基礎 映像 R403 相談の上、決定します。 80分×9講義

特定単元復習（高1内容） 個別 相談の上、決定します。 ①１対１指導,１対２指導
②オンライン家庭教師

理科 20:00～21:20

映像 R402 「化学基礎」の重要ポイントをわかりやすく解説 相談の上、決定します。 80分×9講義

20:00～21:20

これから始める物理基礎 映像 R401 「物理基礎」の重要ポイントをわかりやすく解説 相談の上、決定します。 80分×12講義

難関物理ＳＴ オンゼミ 2PSN 力学 「運動方程式」 のハイレベル演習 3/16.17.18

オンゼミ 2CSN 化学の学習法、化学結合・原子構造 3/20.21.22

19:40～21:20

高２標準数学

難関国語ＳＴ オンゼミ 27SN 現代文読解法の「超」集中講義 3/27.28.29 18:30～19:50

オンゼミ 22TN 数ⅠA範囲の重要問題演習で効率的に復習 3/30.31.4/1 20:00～21:20

高２国語 ライブ 271T 現代文、古文ともに模擬試験レベルの読解問題に挑戦します。

ライブ 211A

20:00～21:20

オンゼミ 21AN 数ⅠA範囲の重要問題演習で効率的に復習 3/16.17.18 20:00～21:20

数Ⅱ三角関数の入試問題演習（既習者対象） 3/23.24.25 20:00～21:20

オンゼミ 21TN 数Ⅱ三角関数の重要問題演習（既習者対象） 3/30.31.4/1 20:00～21:20

オンゼミ 21SN

高２応用数学（高女数学） ライブ 211T 「図形と方程式」を中心に授業を行います。 4/4.5.6 17:45～19:25

20:00～21:20

高２高高数学 ライブ 211S 高高数学に特化します。 4/4.5.6 19:40～21:20

国語

19:40～21:20

高２スタンダード英文読解&重要文法 ライブ 241T ⾧文の読み方、素早く正確に答えを導き出す方法、今後文法や読解の勉強法も伝
授。

3/30.31.4/1 19:40～21:20英語

高２難関大対策英語 ライブ 241S 難関国公立2次、私大対策の講座です。 3/27.28.29

オンゼミ 24SN 難解な英文を正確に読み解く方法を伝授 3/27.28.29

オンゼミ 22TN 数Ⅱ図形と方程式の重要問題演習（既習者対象） 3/23.24.25

数学

3/23.24.25

17:45～19:253/30.31.4/1

教科 講座名称 形式 講座No. 講座内容 実施日時
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「複素数と方程式」を中心に授業を行います。



最難関英語Ｓ 入試精選問題演習（⾧文読解を中心に）

難関英語Ｔ 総合問題演習（英文読解・語法など）

数Ⅲ微分法応用（接線・グラフ）の講義と演習

難関理系数学Ｔ 数Ⅲ微分法を最初から…スタートアップ講座

難関文系数学ＳＴ 入試精選問題演習（数ⅠＡⅡＢ総合）

難関記述国語ＳＴ 最難関大の問題で到達点に触れよう（現古漢）

難関理系物理ＳＴ 熱力学の導入および精選問題演習

学習範囲が膨大な無機化学の攻略法を伝授

基礎からの理系生物シリーズ 基礎重視!教科書レベルから始める生物入試対策

これから始める物理基礎 「物理基礎」の重要ポイントをわかりやすく解説

これから始める化学基礎 「化学基礎」の重要ポイントをわかりやすく解説

これから始める生物基礎 「生物基礎」の重要ポイントをわかりやすく解説

共通テスト日本史Ｋ 共通テスト日本史で得点がアップする秘訣を伝授!

共通テスト世界史Ｋ 共通テストで高得点をとるための学習法とは…

なっとく入試地理シリーズ 地理に必要な知識・理論を基礎から丁寧に解説

推薦入試系の小論文や面接を個人別に指導

ライブ 371T マーク式現代文の解法を重点的に説明します。 4/4.5.6 19:40～21:20

地歴公民

理科

個別推薦入試系 小論/面接対策

80分×4～11講義

相談の上、決定します。

32TNオンゼミ 20:00～21:20

4/3.4.5 18:30～19:50

映像

3WSN

S313～６

オンゼミ 3JSN

オンゼミ

映像 R414～７

映像

映像

R401

ライブ 371S

3/16.17.18

映像 R403

3/23.24.25 17:45～19:25

相談の上、決定します。

3/23.24.25

20:00～21:20

20:00～21:2034TN

331T 入試頻出分野「指数対数」「微分積分」「ベクトル」「数列」を扱います。

32SN

オンゼミ

R402

31SN

オンゼミ

オンゼミ

37SN

最難関大入試レベルの「論述問題」を重点的に扱います。

ライブ 381T マーク式古文の解法を重点的に説明します。

オンゼミ 3PSN

オンゼミ 3CSN

80分×12講義

相談の上、決定します。

19:40～21:20

共通テスト・私大対策英語

講座名称

難関理系化学ＳＴ

最難関大対策現代文

共通テスト・難関大対策古文

共通テスト・難関大対策数学ⅠＡⅡＢ

英語

数学

国語

教科

難関大対策英語

数学Ⅲ

最難関理系数学Ｓ

共通テスト・難関大対策現代文

3/20.21.22

4/4.5.6 17:45～19:25

ライブ
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ライブ

17:45～19:25

ライブ

難関大の過去問を使いながら、読解、文法、英作特化表現を鍛え上げていく講座。

 数学Ⅲの基本から応用問題まで取り組み理系数学の幹となる単元をこの春で完成させていく。

341S

321S

341T

形式

17:45～19:25

講座内容

3/30.31.4/1

実施日時

17:45～19:25

ライブ

講座No.

基礎固め中心に英語の学習を進めたい人のための講座です。

3/27.28.29

3/20.21.22

オンゼミ 34SN

オンゼミ

相談の上、決定します。

3/13.14.15 20:00～21:20

3/23.24.25

①１対１指導,１対２指導
②オンライン家庭教師

4/3.4.5 20:00～21:20

4/3.4.5

80分×9講義

相談の上、決定します。 80分×9講義

3/16.17.18 20:00～21:20

3/27.28.29 15:30～16:50

相談の上、決定します。 各80分×５講義

18:30～19:50

3/20.21.22 18:30～19:50

ライブゼミは、能開のプロ講師が、プロならではの指導法で臨場感や緊張感のある授業空間を創造する「対面式一斉授業形式」の受講形式です。生徒の反応に臨機応変に即応しながら独学で学べない
内容（深さや視点の多様さなど「目からウロコ」）の新発見があり、仲間との切磋琢磨による相乗効果により学習意欲の向上も図る受講形式です。

オンラインゼミとは、能開センター精鋭講師陣によるリアルタイムの双方向授業です。ライブゼミと異なる点は、校舎がお近くに無い場合など通塾が困難な場合は自宅で受講できる点で
す。また、アーカイブ（録画）での受講も可能なため、授業後の再度の見直しやリアルタイムで受講できなかった際も授業を受けられるのが特徴の受講形式です。

映像講座とは予め録画されたプロ講師の講義映像を使用して学習する講座です。“強化”が必要な分野を自分のペースで進められるので、受験に向けて苦手な学習単元の短期間の補強に抜群
の効果を発揮します。入試までに「この単元の得点力を一気につけたい。」と思っている人にぜひおすすめの受講形式です。

ライブゼミ（ライブ）

オンラインゼミ（オンゼミ）

映像講座

受講形式 概要と特⾧

1対2個別指導により、授業の中で内容の「理解」と、自分の力で問題が解けるようになる「定着」を行います。わかったつもりで授業が進むことがなく着実に力をつけていくことができます。勉強の仕方を身につけたい方にお
すすめです。（1対1個別指導で、疑問に思ったことをすぐに質問できて、わかるまで何度でも解説してもらえるので理解が深まる形式もあります。）個別指導
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