
2023年度　天王寺校春期講習　講座編成 ◆大学受験コース／新高3生◆

※実施日程，実施時間，講義内容が変更となる場合があります

341Ｓ ～

341Ｔ ～

341Ａ ～

34KN ～

32ＨＳ ～

321Ｓ ～

321Ｔ ～

331Ｓ ～

331T ～

33KN ～

東・京国語 371Ｓ ～

共通テスト国語 371Ｋ ～

難関記述国語ＳＴ 37ＳＮ ～

共通テスト国語Ｋ 37ＫＮ ～

最難関大化学α 3C1S ～

難関大化学β 3C1Ｔ ～

最難関大物理α 3P1S ～

3PXS ～

難関理系化学ＳＴ 3ＣＳＮ ～

難関理系物理ＳＴ 3ＰＳＮ ～

これから始める物理基礎 Ｒ401 この春からスタートさせよう！「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 Ｒ402 この春からスタートさせよう！「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 Ｒ403 この春からスタートさせよう！「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 3ＪKＮ ～

共通テスト世界史Ｋ 3ＷＫＮ ～

＜補足＞ 受講形式…ライブ＝集合授業／オンゼミ=オンラインゼミ／映像=大学受験映像講座 ※英語・数学の160分の授業は，途中10分間の休憩時間があります ＜2023.1.31現在＞

2767230131

【ターゲット大学】共通テストで高得点を必要とする全ての大学
【主な講義内容】共通テスト日本史で得点がアップする秘訣の伝授

オンゼミ 3/27.28.29 15:30 16:50 （80分）
【ターゲット大学】共通テストで高得点を必要とする全ての大学
【主な講義内容】共通テストで高得点をとるための学習法

映像 相談の上，決定します 80分×9講義

社会

オンゼミ 3/16.17.18 20:00 21:20 （80分）

映像 相談の上，決定します 80分×12講義

映像 相談の上，決定します 80分×9講義

（120分）
【ターゲット大学】最難関大・難関大(東大・京大・医医・阪大・神大・大阪公立大等)
【主な講義内容】入試頻出範囲の力学「単振動」の演習・解説

オンゼミ 3/16.17.18 18:30 19:50 （80分）
【ターゲット大学】旧帝大や神大・大阪公立大等の最難関大・難関大
【主な講義内容】熱力学の導入および精選問題演習

オンゼミ 3/20.21.22 18:30 19:50 （80分）
【ターゲット大学】旧帝大や神大・大阪公立大等の最難関大・難関大
【主な講義内容】学習範囲が膨大な「無機化学」の攻略法の伝授

【ターゲット大学】東大・京大・阪大・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】化学理論に基づいた「結晶構造」の解説

ライブ 3/20.21.22 19:20 21:20 （120分）
【ターゲット大学】阪大・神大・大阪公立大等の難関大
【主な講義内容】「物質量」「中和・酸化還元反応」などの計算を中心とした演習

理科

ライブ ３/20.21.22 19:20 21:20 （120分）

ライブ 3/30.31.4/1 19:20 21:20 （120分）
【ターゲット大学】東大・京大・阪大・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】「熱力学」の発展問題の演習・解説

〔特別講座〕
入試物理（力学特講）

ライブ 3/１３.14.15 19:20 21:20

【ターゲット大学】旧帝大や神大・大阪公立大等の最難関大・難関大
【主な講義内容】最難関大レベルの問題演習を通じた目標到達点の把握

オンゼミ 3/30.31.4/1 20:00 21:20 （80分）
【ターゲット大学】共通テストで高得点を必要とする全ての大学
【主な講義内容】共通テスト現代文，古典の攻略法の伝授

【ターゲット大学】東大・京大・一橋大等の最難関大
【主な講義内容】入試問題演習を通じた「正しい読解法」「答案作成法」の習得

ライブ 3/23.24.25 19:20 21:20 （120分）
【ターゲット大学】共通テストで高得点を必要とする全ての大学
【主な講義内容】現・古・漢の読解法や，直観に頼らない選択肢判別法の習得

国語

ライブ 3/16.17.18 19:20 21:20 （120分）

オンゼミ 3/13.14.15 20:00 21:20 （80分）

【ターゲット大学】神大・大阪公立大等の文系・文理系および私立大薬学系
【主な講義内容】共通テストレベルの「場合の数・確率」の完成

共通テスト数学Ｋ オンゼミ 3/20.21.22 20:00 21:20 （80分）
【ターゲット大学】共通テストで高得点を必要とする全ての大学
【主な講義内容】「数と式」「方程式と不等式」の重要問題演習

有名大文系数学TA ライブ 3/13.14.15 18:30 21:20 （160分）

ライブ 3/13.14.15 18:30 21:20 （160分）
【ターゲット大学】京大・阪大・神大等の最難関大・難関大の文系・文理系
【主な講義内容】難関大記述レベルの「場合の数・確率」の完成

阪・神・難関大理系数学ＴＡ ライブ 3/27.28.29 18:30 21:20 （160分）

ライブ 3/27.28.29 18:30 21:20 （160分）
【ターゲット大学】東大・京大・国公立大医学部医学科等の最難関大理系
【主な講義内容】数学Ⅲ「微分法」の問題演習を通じた，発想力・分析力の強化

【ターゲット大学】共通テストで高得点を必要とする全ての大学
【主な講義内容】英文読解，文法・語法の重要問題演習

数学

〔中高一貫〕
東・京・医理系数学HＳ

ライブ 3/30.31.4/1 15:30 18:20 （160分）
【ターゲット大学】東大・京大・国公立大医学部医学科等の最難関大理系
【主な講義内容】問題演習・解説を通じた，応用力や思考力，記述力の強化

東・京・医理系数学Ｓ

共通テスト英語Ｋ オンゼミ 3/23.24.25 20:00 21:20 （80分）

【ターゲット大学】阪大・神大・大阪公立大・関関同立等の難関大理系
【主な講義内容】数学Ⅲ「微分法」の重要事項確認と，応用力の強化

京・阪・神文系数学ＳＴ

高3

英語

東・京・医英語Ｓ ライブ 4/3.4.5 18:30 21:20 （160分）
【ターゲット大学】東大・京大・(阪大)・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】抽象度の非常に高い長文問題，英作文(和文英訳・自由英作文)

【ターゲット大学】阪大・神大・大阪公立大等の難関大
【主な講義内容】抽象度の高い長文の読解問題，英作文(和文英訳)

有名大英語A ライブ 4/3.4.5 18:30 21:20 （160分）
【ターゲット大学】大教大・和大等の国公立大や関関同立等の難関私立大
【主な講義内容】文法・語法・構文の徹底理解，長文読解演習

阪・神・難関大英語Ｔ ライブ 4/3.4.5 18:30 21:20 （160分）

能開センター天王寺校
06-6630-7455

学年 教科 講座名称
受講
形式

講座No 実施日程
実施時間

（1日あたりの授業時間数）
（映像講座は講義回数）

ターゲット大学　および　主な講義内容について



2023年度　天王寺校春期講習　講座編成 ◆大学受験コース／新高２・1生◆

※実施日程，実施時間，講義内容が変更となる場合があります

241S ～

241T ～

241A ～

22HS ～

211S ～

211T ～

27XK ～

27ＳＮ ～

2C1S ～

2P1S ～

2ＣＳＮ ～

2ＰＳＮ ～

Ｒ401 この春からスタートさせよう！「物理基礎」の重要ポイントをわかりやすく解説

Ｒ402 この春からスタートさせよう！「化学基礎」の重要ポイントをわかりやすく解説

Ｒ403 この春からスタートさせよう！「生物基礎」の重要ポイントをわかりやすく解説

1X1S ～

1X1T ～

1X1A ～

14AS ～

14HT ～

11AS ～

11HT ～

17ＳＮ ～

＜補足＞ 受講形式…ライブ＝集合授業／オンゼミ=オンラインゼミ／映像=大学受験映像講座 ※高1英数の160分の授業は，途中10分間の休憩時間があります ＜2023.1.31現在＞

（80分）
【ターゲット大学】旧帝大や神大・大阪公立大等の最難関大・難関大
【主な講義内容】高校古文入門(動詞の活用など)

2767230131

国語 難関国語ＳＴ オンゼミ 3/27.28.29 20:00 21:20

（80分）
【ターゲット大学】東大・京大・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】数学Ⅱ「図形と方程式」の高難度の問題演習と解説

〔中高一貫〕
難関大数学HＴ

ライブ 3/30.31.4/1 16:00 17:20 （80分）
【ターゲット大学】阪大・神大・大阪公立大等の難関大
【主な講義内容】数学Ⅱ「図形と方程式」の標準レベルの問題演習と解説

数学

〔中高一貫〕
最難関大数学HＳ

ライブ 3/30.31.4/1 16:00 17:20

ライブ 3/30.31.4/1 14:30 15:50

3/30.31.4/1 14:30 15:50 （80分）
【ターゲット大学】東大・京大・(阪大)・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】英文解釈・英作文に備えるための英文法・語法，構文の完成

〔中高一貫〕
難関大英語HＴ

有名大英数γ ライブ 3/27.28.29 10:00 12:50 （160分）

ターゲット大学（英数α・β・γは進学高校の目安）
　および　主な講義内容について

高1

英数

最難関大英数α ライブ 3/27.28.29 10:00 12:50 （160分）
【進学高校の目安】最難関国私立高校、公立トップ文理科設置高校
【主な講義内容】英数とも1学期内容の先取り

難関大英数β ライブ 3/27.28.29 10:00 12:50 （160分）
【進学高校の目安】難関国私立高校、公立文理科設置高校
【主な講義内容】英数とも1学期内容の先取り

（80分）
【ターゲット大学】阪大・神大・大阪公立大等の難関大
【主な講義内容】英文解釈・英作文に備えるための英文法の総整理

【進学高校の目安】有名国私立高校、公立上位高校
【主な講義内容】英数とも1学期内容の先取り

英語

〔中高一貫〕
最難関大英語HＳ

ライブ

これから始める生物基礎 映像 相談の上，決定します 80分×9講義

学年 教科 講座名称
受講
形式

講座No 実施日程

理科

実施時間
（1日あたりの授業時間数）

これから始める物理基礎 映像 相談の上，決定します 80分×12講義

これから始める化学基礎 映像 相談の上，決定します 80分×9講義

21:20 （80分）３/20.21.22 20:00
【ターゲット大学】旧帝大や神大・大阪公立大等の最難関大・難関大
【主な講義内容】化学の学習法の伝授，化学結合や原子構造

難関物理ＳＴ オンゼミ 3/16.17.18 20:00 21:20 （80分）
【ターゲット大学】旧帝大や神大・大阪公立大等の最難関大・難関大
【主な講義内容】力学「運動方程式」のハイレベル演習

（80分）
【ターゲット大学】東大・京大・阪大・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】化学理論を踏まえた「物質の構成と原子構造」

最難関大物理α ライブ 3/23.24.25 20:00 21:20 （80分）
【ターゲット大学】東大・京大・阪大・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】物理体系を徹底的に意識した「力学」の演習・解説

最難関大化学α ライブ 3/15.16.17 20:00 21:20

難関化学ＳＴ オンゼミ

難関国語ＳＴ オンゼミ 3/27.28.29 18:30 19:50 （80分）
【ターゲット大学】旧帝大や神大・大阪公立大等の最難関大・難関大
【主な講義内容】現代文読解法の「超」集中講座

21:20 （120分）
【ターゲット大学】阪大・神大・大阪公立大等の国公立大や関関同立等
【主な講義内容】数学B「数列」の重要事項や基本的な解法の確認

4/3.4.5 19:20

数学

〔中高一貫〕
東・京・医理系数学HＳ

ライブ 4/3.4.5 19:20 21:20

難関大数学ＴA ライブ

【ターゲット大学】受験で国語を必要とする全大学対象
【主な講義内容】文章の正しい読解法や、記述答案の書き方、国語の学習法

国語総合【無料講座】 ライブ 3/31 20:00 21:20 （80分）

（120分）
【ターゲット大学】東大・京大・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】数学Ⅲ「数列の極限」の高難度の問題演習

最難関大数学S ライブ 4/3.4.5 19:20 21:20 （120分）
【ターゲット大学】東大・京大・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】数学B「数列」の単元で難度の高い問題の演習と解説

高２

英語

最難関大英語Ｓ ライブ 3/20.21.22 19:20 21:20 （120分）
【ターゲット大学】東大・京大・(阪大)・国公立大医学部医学科等の最難関大
【主な講義内容】難易度の高い長文の読解問題

【ターゲット大学】阪大・神大・大阪公立大等の難関大
【主な講義内容】文法・語法・構文などの基礎事項の確認と長文読解問題

有名大英語A ライブ 3/20.21.22 19:20 21:20 （120分）
【ターゲット大学】大教大・和大等の国公立大や関関同立等の難関私立大
【主な講義内容】文法・語法・構文などの基礎事項の整理と確認

難関大英語Ｔ ライブ 3/20.21.22 19:20 21:20 （120分）

国語

能開センター天王寺校
06-6630-7455

学年 教科 講座名称
受講
形式

講座No 実施日程
実施時間

（1日あたりの授業時間数）
（映像講座は講義回数）

ターゲット大学　および　主な講義内容について
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