
2023年度　春期講習　講座編成 ◆大学受験コース／高３生◆ 能開センター宇都宮校

※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。

スーパー英語α読解 ～

スーパー英語α文法 ～

スーパー英語β読解 ～

スーパー英語β文法 ～

ハイレベル英語α読解 ～

ハイレベル英語α文法 ～

ハイレベル英語β読解 ～

ハイレベル英語β文法 ～

共通テスト英語 ～

スーパー数学αⅠAⅡB ～

スーパー数学αⅢ ～

スーパー数学βⅠAⅡB ～

スーパー数学βⅢ ～

ハイレベル数学αⅠAⅡB ～

ハイレベル数学αⅢ ～

ハイレベル数学βⅠAⅡB ～

ハイレベル数学βⅢ ～

スタンダード（共テ）数学ⅠA ～

スタンダード（共テ）数学ⅡB ～

スーパー国語 ～

ハイレベル国語 ～

共通テスト国語 ～

難関理系物理ＳＴ ～ 熱力学の導入および精選問題演習

～

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　小論/面接対策 推薦入試系の小論文や面接を個人別に指導

＜補足＞ (1) 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／個別＝個別指導  (2) 表中の①、②については、各校でお問い合わせください。

【数学IIB入試演習】
共通テストや地方国公立大レベルの演習になります。1問あたりにかける時間を意識した演
習形式の授業で、重要な公式をおさらいしながらの授業になります。4月からに備え、ここで
しっかり土台作りをしておきましょう。

〔最難関国立大国語攻略への道〕
東大、京大、一橋大などの問題を通じて、最難関国立大入試に通用する実力を養う。

〔難関私大国語攻略への道〕
早慶上、MARCHなどの問題を通じて、難関私大入試に通用する実力を養う。

〔共通テスト国語攻略への道〕
共通テスト国語の徹底分析を通じて、共通テスト国語解法の導入を行う。

【気体と溶液】
難関大学で出題される記述論述問題を中心に取り組みます。気体と溶液の単元から重要
テーマを演習＆解説します。化学的思考とその法則・公式を身につけて現象をとらえられる
ように掘り下げていきます。

【数学ⅠAⅡB入試演習】
最難関大受験に備えて，やや難度の高い入試問題に挑戦していきます。問題を分析してそれ
に沿った解法を検討するという思考のプロセスを明らかにしていくことで数学の実力をさら
に養成していきます。

【数学Ⅲ積分】
入試問題を演習して，積分における重要な思考法や特有の解法にふれていきます。ハイレベ
ルの問題を解くために必要なスキルを習得していきましょう。

〔最新入試問題チャレンジ〕
最新の入試問題を使用し、難関入試における問題の分析、解法の習得、難問へアプローチし
ていく手法を身につけていきます。春からゴールを意識することで今後に繋がる学習ができ
るようにしていきます。

〔数Ⅲ積分法〕
理系数学最頻出テーマである積分法を基本の導入から扱っていきます。このテーマの早期完
成こそが現役合格のカギになります。様々なアプローチが必要になってくる高校数学の最終
テーマです。楽しんでやりましょう！

【数学Ⅱ微積分入試演習】
微積分におけるテクニックや条件の考察など問題を解くために身につけておくべきアプロー
チ法を伝授していきます。

【数学Ⅲ極限・微分】
極限・微分の導入からはじめて、入試における頻出テーマまで一気に攻略します。特有の計算
や思考法をおさえ、実践的な解決法をひとつずつ身につけていこう。

【確率】文系・理系問わず、受験生の壁になりやすい確率をこの春でマスターしましょう。確率
は単独で出題されることが多い分野なので、結果を出しやすい分野になります。入試頻出の
良問を用いて確率の「考え方」を完成させていきますので、春明けの模擬試験で成果を作っ
ていきましょう。受験生として良いスタートを切るために、得点源として確率を味方につける
のはいかがでしょうか？

【微分法】ここから数Ⅲの微分法が始まります。細かい理論は一旦置いておいて、微分の「計
算方法」を完全マスターすることを目標に進めていきます。今までの数学ⅡBまでの計算と
違って計算量が段違いに多くなってきますので、日々計算練習を行い瞬時に微分できるよう
にしていきましょう。春期明けは「微分法の応用」に入っていきますので、理系生必須の講座
になります。

【数学IA入試演習】
共通テストや地方国公立大レベルの演習になります。1問あたりにかける時間を意識した演
習形式の授業で、重要な公式をおさらいしながらの授業になります。4月からに備え、ここで
しっかり土台作りをしておきましょう。

東大の過去問を中心に、文脈をしっかり追う訓練を行い、推論する力を養います。

冬に続き、早慶の過去問、東大の正誤問題を中心に演習、解説を行います。さらなる知識の
底上げを！

★東大・京大・東工・一橋・早慶など難関大学志望者向け　長文読解講座★
語彙力強化のため「単語テスト」を毎日行う（事前に範囲を提示する）。本講座では入試レベル
の長文を用いてパラグラフリーディングを軸に、英文和訳や内容説明などの演習を行う。よ
りスムーズに読解できるよう、積極的に語彙を増やしておくことをすすめる。

★東大・京大・東工・一橋・早慶など難関大学志望者向け　文法講座★
語彙力強化のため「単語テスト」を毎日行う（事前に範囲を提示する）。本講座では「英作文」
を中心として「４択問題」「整序問題」「空所補充」「正誤問題」など様々な問題を演習⇒解説し
ていく。イディオムや語彙強化も行うので、知識を増やしたい人におすすめの講座。

東北大・筑波大・北海道大・千葉大・GMARCHなど、難関大志望者のための講座。難関大レ
ベルの英文を扱い、長文の読み解き方、素早く正確に解答を作るアプローチの方法を講義し
ていきます。自己流でうまくいっていない人に効果的な勉強の仕方を教えます。

東北大・筑波大・北海道大・千葉大・GMARCHなど、難関大志望者のための講座。文法は実
践的にランダムに演習し、一人では後回しにしがちなイディオムや英作文も多く扱っていきま
す。

正確に早く英文を読むには、かなりのコツが必要です。この講座では、必ず押さえておきたい
英文読解のポイントを「楽しく」3日間で取り上げます。春からスタートダッシュして差をつけ
よう！

頻出の文法・語法問題を四択、整序、正誤、作文と様々な角度から取り上げます。文法問題で
の得点力アップはもちろん、長文もグッと読みやすくなります。皆さんと教室で会えるのを楽
しみにしてます！

共通テストに的を絞った講座です。共通テストに向けてリスニングの対策も行います。共通テ
スト７割超えを目標に、単語・文法・構文を基礎から応用まで着実にマスターしていくクラスで
す。適宜、文法の復習をしながら進みますので、英語が苦手な方もぜひご参加ください。

3/16.17.18 18:20 19:40 （80分）

3/27.28.29 16:40 18:00 （80分）

（80分）

3/23.24.25 20:00 21:20 （80分）

3/16.17.18 18:20 19:40 （80分）

（80分）

（80分）

20:00 21:20 （80分）

20:00 21:20 （80分）

3/30.31.4/1 20:00 21:20 （80分）

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

4/3.4.5

4/3.4.5

3/20.21.22

18:20 19:40

4/3.4.5 18:20 19:40

3/27.28.29 18:20 19:40

3/16.17.18 20:00 21:20

3/16.17.18 20:00 21:20

3/30.31.4/1 18:20 19:40

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

R414～７

R401

R402

R403

3JSN

3WSN

S313～６

講座№

341S

352T

341K

311S

311T

311A

312A

371S

351S

342S

352S

341T

351T

342T

321S

312S

①１対１指導、１対２指導
②オンライン家庭教師

新高３

17:00 18:20 （80分）

個別 相談の上、決定します。

18:30 19:50 （80分）

16:40 18:00 （80分）

20:00 21:20 （80分）

20:00 21:20 （80分）

20:00 21:20 （80分）

15:00 16:20 （80分）

18:20 19:40 （80分）

18:20 19:40 （80分）

18:20 19:40 （80分）

（80分）

（80分）

（80分）

（80分）

映像 相談の上、決定します。 80分×４～１１講義

地歴

映像 相談の上、決定します。 各80分×５講義

理科

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

映像 相談の上、決定します。

オンゼミ 3/27.28.29

80分×9講義

3/16.17.18オンゼミ

3/27.28.29

3PSN

3C1T

受講
推薦

英語

ライブ 3/30.31.4/1

学年 教科 講座名称 受講形式 実施日程
（映像講座は講義回数）

実施時間
（1日あたりの授業時間数）

（映像講座は講義回数）
主な講義内容について

ライブ 3/23.24.25

ライブ 3/30.31.4/1

20:00 21:20 （80分）

18:20 19:40 （80分）

16:40 18:00

国語

ライブ 3/27.28.29

オンゼミ 3/16.17.18

ハイレベル化学 ライブ

3/27.28.29

ライブ 3/30.31.4/1

ライブ 3/16.17.18

ライブ 3/30.31.4/1

数学

ライブ 3/20.21.22

ライブ

371K

322S

321T

312T

322T

371T



2023年度　春期講習　講座編成 ◆大学受験コース／高２・１生◆ 能開センター宇都宮校

※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。

スーパー英語 ～

ハイレベル英語α ～ ◎

ハイレベル英語β ～

スタンダード英語 ～

スーパー数学α ～

スーパー数学β ～

ハイレベル数学α ～ ◎

ハイレベル数学β ～

スタンダード数学 ～

ハイレベル国語α ～ ◎

ハイレベル国語β ～

スーパー英語読解 ～

スーパー英語文法 ～

ハイレベル英語α読解 ～

ハイレベル英語α文法 ～

ハイレベル英語β読解 ～ ◎

ハイレベル英語β文法 ～ ◎

標準英語Ａ ～ 英文法総復習（仮定法・関係詞など）

スーパー数学① ～

スーパー数学② ～

ハイレベル数学α① ～ ◎

ハイレベル数学α② ～ ◎

ハイレベル数学β① ～ ◎

ハイレベル数学β② ～ ◎

スタンダード数学 ～

ハイレベル国語 ～ ◎

難関物理ＳＴ ～ 力学 「運動方程式」 のハイレベル演習

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

難関化学ＳＴ ～ 化学の学習法、化学結合・原子構造

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

特定単元復習（高1内容） 高1で苦手だった単元をピンポイントで攻略！

＜補足＞ (1) 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／個別＝個別指導  (2) 表中の①、②については、各校でお問い合わせください。

東大・京大・国公立大医医，早稲田大・慶應大など最難関大を目指すみなさんを対象に，高1
の1学期に学ぶ，文型・時制といった内容を先取りします。1年間で入試レベルの英語力を養
成する講座のスタートとして，重要単元の演習を行います。

20:00 21:20 （80分）

251S ライブ 3/23.24.25 18:20 19:40 （80分）

241T ライブ 4/3.4.5 20:00 21:20 （80分）

251T ライブ 3/16.17.18 18:20

（80分）

112S ライブ 3/30.31.4/1 13:20 16:20 （160分）

国語

（80分）

111T ライブ 3/23.24.25 15:00 18:00 （160分）

171T ライブ 3/30.31.4/1 11:40 13:00 （80分）

R403

221S

212T

222T

211A

271T

２PSN

R401

２CSN

R402

211T

221T

①１対１指導、１対２指導
②オンライン家庭教師

新高２

個別

英語

ライブ 3/23.24.25 13:20 14:40 （80分）

ライブ 3/23.24.25 14:40 （80分）

ライブ 3/20.21.22

141S

141T

141A

111S

112T

111A

172T

241S

252T

化学

物理

（160分）

ライブ 3/20.21.22 13:20 16:20 （160分）

ライブ 3/20.21.22 16:20

18:20

20:00

（160分）

数学

ライブ

ライブ 3/30.31.4/1 16:40 18:00 （80分）

２４AN

211S

ライブ

学年 教科 講座名称 受講形式
実施日程

（映像講座は講義回数）

実施時間
（1日あたりの授業時間数）

（映像講座は講義回数）
主な講義内容について

ライブ 3/20.21.22

13:20

19:40 （80分）

11:40 13:00 （80分）

数学

ライブ 3/23.24.25 18:00

新高１

講座№

19:40

142T

受講
推薦

英語

ライブ 3/30.31.4/1 18:20 19:40 （80分）

オンゼミ 3/27.28.29 20:00 21:20 （80分）

（80分）

242T ライブ 3/30.31.4/1 18:20 19:40 （80分）

15:00

ライブ 3/20.21.22 16:40 18:00

3/16.17.18 20:00 21:20 （80分）

3/23.24.25 20:00 21:20 （80分）

ライブ 3/27.28.29 20:00 21:20 （80分）

ライブ 3/20.21.22 20:00 21:20

ライブ 3/27.28.29

国語

80分×12講義

3/27.28.29

3/20.21.22

ライブ

映像

オンゼミ

生物

相談の上、決定します。

80分×9講義

80分×9講義

映像 相談の上、決定します。

18:20 19:40 （80分）

21:20 （80分）

20:00 21:20

相談の上、決定します。

東北大・筑波大などを目指すみなさんを対象に，高1英語のスタートで最重要単元になる「品
詞」「5文型」を徹底的に解説&演習します。さらにそれを使った複雑な文章の読解も行いま
す。この講座で高校英語の良いスタートを切ろう！

千葉大，MARCHなどを目指すみなさんを対象にした講座です。「5文型」を徹底的に解説&
演習します。

中学生の時，英語が苦手だった人におすすめの講座です。中学の復習をしながら高校英語を
織り交ぜていくので，無理なく高校英語文法への第一歩を踏み出せる3日間です。

　【数と式～展開と因数分解～】
高校数学の先取り講座です。最難関クラスとして，基本の導入から発展内容まで幅広く解説
していきます。高い目標を設定し，強い探究心を持ちながら高校数学に取り組んでいきましょ
う。
　【数と式～展開と因数分解～】
高校数学の先取り講座です。最難関クラスとして，基本の導入から発展内容まで幅広く解説
していきます。高い目標を設定し，強い探究心を持ちながら高校数学に取り組んでいきましょ
う。

【展開と因数分解　⇒　見通しのよい計算を！】
展開と因数分解を徹底演習する。やみくもに計算するのではなく，方針を立て，式を整理し，
見通しをもって進めていく力をみにつける。

111Tクラスと同内容を扱いますが、授業スピードは，111Tクラスより少しゆっくり進めます。

【数と式】
高校数学のスタートです。式の展開や因数分解を中心に中学内容を利用しながら高校内容へ
スムーズに移行できるように丁寧に解説していきます。春休みに周りに差をつけてしまお
う！

映像 相談の上、決定します。

オンゼミ 3/16.17.18

ライブ 3/30.31.4/1 20:00 21:20 （80分）

（80分）

20:00

3/30.31.4/1

13:20

21:20 （80分）

ライブ

【三角関数の応用演習】
模試頻出の問題を扱います。計算規則や公式の定着化を図り，さらに問題を上手に解くため
のアイディア・技法の習得を目指します。新２年生の始まりが順調となるようにがんばってい
きましょう。

【図形と方程式の応用演習】
図形問題や方程式不等式をはじめとした多様な応用問題を解いていきます。定期試験や模試
で結果を出せるようにしっかり準備しておきましょう。

【三角関数】※222Tとセット受講推奨
三角関数を学習し、入試レベルの問題まで扱います。この春でしっかりマスターしてライバル
たちに差をつけていきましょう。来年の受験のためにも２年生の間に基礎・基本の学習を終
え、模擬試験での偏差値UPを目標に勉強していきましょう。１年生のときより早いペースで
授業を進めていくのでご注意ください。

【三角関数】※212Tとセット受講推奨
212Tの続きになります。

【数ⅠAの復習～数と式・三角比・場合の数・確率～】
数IAの数と式・三角比・場合の数・確率の復習講座になります。
共通テストでもしっかり得点できるよう今のうちに仕上げておきましょう。

〔受験国語入門〕
難関私大の問題を通じて、読解・文法などのスタート確認を行う。

高校「古文」の『入り口』を説明します。しかし，『入り口』だからといって油断は禁物です。入り
口で失敗するとその後の軌道修正に時間がかかるからです。高校に入学したての皆さんに，
そのような目には遭ってほしくないとの思いからこの講座を開講します。新入生の皆さんの
積極的な参加を歓迎します。講義内容は全て高校内容の予習です（4～5月分の高校の授業
内容を3日間で先取る予定）。
※171Tと172Tは完全に同内容の講座です。都合のよい時間帯のクラスを受講ください。

【最難関大学 対策講座】
本講座は大学入試の過去問等を用いた長文問題の総合演習である。
「内容把握」「英文和訳」「英問英答」「適語補充」「正誤選択」「言い換え」など基本的かつ総合
的な読解のトレーニングを徹底的に行う。単語・語句・文法・構文・英作・長文すべてにおいて、
４技能の圧倒的レベルアップを図る。

【最難関大学 対策講座】
本講座では大学入試レベルの単語・語句・文法・構文・英作の総合演習を行う。
特に構文や英作は入試を意識したアプローチでの解法を講義していく。単語・語句・文法・構
文・英作・長文すべてにおいて、４技能の圧倒的レベルアップを図る。

冬に続き、中央大、法政大、明治大などの過去問演習を通じて、「自分にとって」「訳しにくい
英文」を言語化していきます。この講座で、構文力を身に着けよう。

地方国立大からGMARCHレベルの問題を総まとめ。空所補充、英文整序問題を使って、弱
点の発見を目指します。

☆★長文読解講座★☆
長文の読み解き方、素早く正確に解答を作るアプローチの方法を講義していきます。自己流
でうまくいっていない人、長文を読めるようになりたい人に効果的な勉強の仕方を教えま
す！

☆★重要文法講座★☆
高1で学習した文法を復習していきます。一人では後回しにしがちなイディオムもたくさん覚
えます！文法もイディオムも暗記しなくていい方法や勉強の仕方を教えるので、英語をどう
にかしたい人におすすめの講座です！

〔数Cベクトル－前半－〕
基本の導入から入試問題まで幅広く扱います。学ぶ内容が多い2年生で学力を伸ばすには効
率良く知識を入れ、多くの演習を積むことが必要です。先取りを通じて今後の学習の指針を
立てていきましょう。

〔数Cベクトル－後半－〕
21１Sの続きを行います。
※211Sとのセット受講推奨


