
【大分校（大受）高1.2版】

【形式】 授業スタイル／ライブ：ライブ授業、OLZ：オンラインゼミ ※ 文理系志望者は原則として理系に準じます。詳しくは担当の先生と相談してください。

【費用】 各講座の受講費用は別紙、「費用一覧（対応表）」をご確認ください。 ※ 講座内容/担当/日程・時間は予定ですので、変更になる場合がございます。ご了承ください。

◎ 8/3（水）.8（月） 09：00～10：20
10：30～11：50

難関大準備化学 ライブ 2C1T 難関大受験に必要とされる力を養成 富永 ◎ 8/3（水）.8（月） 12：30～13：50
14：00～15：20

2C1S 最難関受験に必要とされる力を養成 富永

20：00～21：20

理科

◎212A

2P1S 廣瀬

形式 講座No.
実施時間

理系

最難関準備化学 ライブ

英語

≪選抜ｸﾗｽ≫
最難関準備英語

ライブ 241S 定行 ◎ ◎ 7/20（水）～23（土）

7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

◎

◎

7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

国立大準備数学Ⅱ ライブ 211A 古門

ライブ

数学

最難関準備数学Ⅱ ライブ 211S

難関大準備数学B

古門

最難関準備物理 最難関受験に必要とされる力を養成

ライブ 212T

廣瀬

山口

入試精選問題を取り扱い、発想力と思考力を養成

精選問題を取り扱い、応用問題の解答能力を養成

241T 難関大で高得点を取るための長文読解の大切な理論を学習 木下

東大・京大などの最難関受験に必要な長文読解法を学習

難関大準備物理 難関大受験に必要とされる力を養成

8/8（月）～11（木） 17：00～18：20◎国立大準備数学B ライブ

◎ 7/20（水）～23（土） 18：30～19：50ライブ 2P1T 竹ノ井

◎
7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

15：30～16：50

典型問題の解答能力を養成

15：30～16：50

18：30～19：50

 ◎：推薦
 ○：受講可能

竹ノ井 8/8（月）～11（木）

7/20（水）～23（土）

科目 講座名称 講座内容 担当

理科

≪選抜ｸﾗｽ≫
物理S

ライブ 1P1S 入試精選問題の演習と解説 ○ ◎

物理T ライブ 竹ノ井 ○ ◎

20：00～21：20数学A① ライブ 111A 典型問題の演習と解説　※上野丘高校生対象 松成 ◎

18：30～19：50

18：30～19：50

山口 ◎ ◎
≪選抜ｸﾗｽ≫
数学T（前半）

ライブ 111T

≪選抜ｸﾗｽ≫
数学S（後半）

ライブ 112S

入試精選問題の演習と解説

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ、受講講座を決定していきます。

文理の選択状況により簡単な受講ガイドラインを表示しています。　詳しくは提案書をご覧ください。

ライブ授業・・・１講座／80分×4日間 文系 理系

実施日程

定行

英語

◎ ◎ 8/8（月）～11（木）

英語A③ ライブ 143A 重要文法事項の詳細解説

重要文法事項の解説と演習

ライブ 平尾

木下

≪選抜ｸﾗｽ≫
英語S

ライブ 141S

木下 ◎

科目 講座名称 形式 講座No. 講座内容 担当

17：00～18：20

重要文法事項の解説141T ◎
7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

18：30～19：50
≪選抜ｸﾗｽ≫
英語T

ライブ

英語A① 141A

実施時間 ◎：推薦
 ○：受講可能

◎ ◎重要文法事項の解説　※上野丘高校生対象

15：30～16：50廣瀬 ◎

◎ ◎ 8/8（月）～11（木）

7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

英語A② ライブ 142A 重要文法事項の解説　※舞鶴高校生対象 秦

ライブ 111S 廣瀬 ◎

7/20（水）～23（土） 18：30～19：50

17：00～18：20

18：30～19：50

18：30～19：50

20：00～21：20

18：30～19：50

◎ ◎
7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

18：30～19：50

◎

◎ ◎ 8/8（月）～11（木） 20：00～21：20

◎ ◎ 7/20（水）～23（土） 20：00～21：20

18：30～19：50

実施日程

文系

20：00～21：20

7/20（水）～23（土）
≪選抜ｸﾗｽ≫
数学S（前半）

国立大準備英語 ライブ

廣瀬

◎

20：00～21：20

241A 解釈や和訳の仕方をじっくり学習 平尾 ◎ ◎ 8/8（月）～11（木）

◎

最難関準備数学B ライブ 212S 廣瀬

◎

◎ ◎
7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

17：00～18：20

難関大準備数学Ⅱ

20：00～21：20

精選問題の演習と解説

数学

数学A② ライブ 112A 典型問題の演習と解説　※舞鶴高校生対象 泥谷 ◎ ◎ 8/8（月）～11（木）

◎ 8/8（月）～11（木）

◎
7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

数学A③ ライブ 113A 典型問題の演習と解説 古門 ◎ ◎ 8/8（月）～11（木）

◎

◎ ◎ 8/8（月）～11（木）

7/20（水）～23（土）

≪選抜ｸﾗｽ≫
数学T（後半）

ライブ 112T 廣瀬 ◎ ◎
7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

ライブ 211T

1P1T 精選問題の演習と解説

文理の選択状況により簡単な受講ガイドラインを表示しています。　詳しくは提案書をご覧ください。

ライブ授業・・・１講座／80分×4日間　または　160分×2日間

難関大準備英語② ライブ 242T ルールの運用を重視したシンプルな読解法を学習 平尾

≪選抜ｸﾗｽ≫
難関大準備英語①

ライブ

高１生

高２生

【大分校（大受）】 TEL：097-538-0525



【大分校（大受）高3版】

【形式】 授業スタイル／ライブ：ライブ授業、OLZ：オンラインゼミ ※ 文理系志望者は原則として理系に準じます。詳しくは担当の先生と相談してください。

【費用】 各講座の受講費用は別紙、「費用一覧（対応表）」をご確認ください。 ※ 講座内容/担当/日程・時間は予定ですので、変更になる場合がございます。ご了承ください。

共通テスト対策生物 ライブ 3G1K 禰冝田 ◎

理科

8/3（水）.8（月）

難関大対策化学 ライブ 3C1T 難関大受験に必要とされる力を養成（有機化合物・高分子） 富永

8/8（月）～11（木）

最難関対策化学 ライブ 3C1S
最難関大受験に必要とされる力を養成（有機化合物・高分
子）

富永

共通テストに必要とされる力を養成

◎

共通テストに必要とされる力を養成

ライブ 3C1A 国立大受験に必要とされる力を養成（有機化合物） 泥谷 ◎

共通テスト対策化学

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

国立大対策化学

ライブ ◎

3P1S

3P1K

共通テストに必要とされる力を養成 廣瀬

最難関大受験に必要とされる力を養成（電磁気分野）

国立大対策物理

◎

講座No.

難関大対策英語①

◎

◎◎

講座内容 担当

木下長文の効果的な読み方を学習

精度の高い予測を駆使した読解法でハイレベル問題に挑戦 平尾 ◎ ◎

精度の高い予測を駆使した読解法でハイレベル問題に挑戦 定行 ◎

国立大受験に必要とされる力を養成 木下

共通テスト対策英語（リスニング） ライブ

◎

数学

国立大対策数学ⅠAⅡB ライブ 311Ａ

最難関対策英語

国立大対策英語長文

国立大対策数学Ⅲ

共通テスト対策数学ⅡB 312K

共通テスト対策数学ⅠA

ライブ

ライブ

ライブ

321A

311K

321T

311T

342T

18：30～19：50

7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

◎

7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

18：30～19：50
20：00～21：20

◎ 8/3（水）.8（月）

20：00～21：20

7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

20：00～21：20

8/1（月）.2（火）
8/4（木）.5（金）

20：00～21：20

◎

◎ 18：30～19：50

15：30～16：50
17：00～18：20

20：00～21：20

木下 ◎

8/1（月）.2（火）
8/4（木）.5（金）

18：30～19：50

7/20（水）～23（土）

17：00～18：20

18：30～19：50

7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

8/8（月）～11（木）

8/8（月）～11（木） 18：30～19：50

8/8（月）～11（木）

廣瀬

◎

◎

松成

廣瀬 ◎

廣瀬

廣瀬

科目

英語

講座名称

難関大対策英語② ライブ

実施時間

◎

◎

実施日程

342K リスニング対策の基本を確認したうえでの実践演習 木下

20：00～21：20

341A

◎ 7/20（水）～23（土） 18：30～19：50

15：30～16：50

18：30～19：50

18：30～19：50

8/8（月）～11（木）

7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

8/8（月）～11（木）

8/8（月）～11（木）

ライブ授業・・・１講座／80分×4日間　または　160分×2日間 文系 理系

形式

文理の選択状況により簡単な受講ガイドラインを表示しています。　詳しくは提案書をご覧ください。

難関大対策数学ⅠAⅡB

難関大対策数学Ⅲ

◎ライブ

◎難関大受験に必要とされる力を養成

342A国立大対策英語総合 ライブ

共通テスト対策英語（リーディング） ライブ 341K 読解問題の「実践」を行い、テクニックを学習

341S

 ◎：推薦
 ○：受講可能

最難関対策数学Ⅲ ライブ 321Ｓ 最難関受験に必要とされる力を養成

竹ノ井 ◎

◎
7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

20：00～21：20

最難関対策数学ⅠAⅡB ライブ 311Ｓ 最難関受験に必要とされる力を養成 廣瀬 ◎ ◎ 17：00～18：20

共通テストに必要とされる力を養成

竹ノ井

難関大受験に必要とされる力を養成

国立大受験に必要とされる力を養成

17：00～18：20

最難関対策物理

共通テスト対策物理

ライブ 341T
長文の構成に着目した、勘に頼らない理論に基づく読解法を
学習

木下 ◎ ◎ 8/8（月）～11（木）

入試英作文 ライブ

ライブ 3P1A 国立大受験に必要とされる力を養成（電磁気分野） 松成 ◎ 8/8（月）～11（木） 15：30～16：50

難関大対策物理 ライブ 3P1T 難関大受験に必要とされる力を養成（電磁気分野）

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ、受講講座を決定していきます。

20：00～21：20

3C1K 共通テストに必要とされる力を養成 泥谷 ◎
7/24（日）.25（月）
8/27（水）.28（木）

20：00～21：20

国立大受験に必要とされる力を養成 松成 ◎ ◎
7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

20：00～21：20

◎

松成

18：30～19：50

351T つい間違えてしまうパターンに焦点を当てた学習 木下 ◎ ◎
7/30（土）.31（日）
8/06（土）.07（日）

高３生
【大分校（大受）】 TEL：097-538-0525


