
【高３版／一般生用】

スーパー英語S1（英作文） 341S 中西

スーパー英語S2（英文読解） 351S 最難関大に必要な英文を正確に読む練習をする 中西

アドバンス英語TA1（英作文） 34TA 国立大２次レベルの英作文・答案作成力を養成 大和

アドバンス英語TA2（英文読解） 35TA 国立大２次試験レベルの長文読解演習と解説 大和

共通テスト英語K1（リーディング） 341K 共通テストのリーディング問題を徹底演習！ 逸見

共通テスト英語K2（リスニング） 351K 共通テストのリスニングのポイントを解説！ 逸見

スーパー理系数学S1（数Ⅲ総合） 321S 最難関レベル数Ⅲ（微積・複素平面）の演習と解説① 杉本

スーパー理系数学S2（数Ⅲ総合） 322S 最難関レベル数Ⅲ（微積・複素平面）の演習と解説② 杉本

スーパー数学S1 311S 最難関レベルの精選問題演習と解説講義① 杉本

スーパー数学S2 312S 最難関レベルの精選問題演習と解説講義② 杉本

ハイレベル理系数学T1（微積分総合） 321T 国公立２次レベル数Ⅲの重要問題演習と解説講義 野下

ハイレベル理系数学T2（複素数平面） 322T 複素数平面に関する標準問題演習と解説講義 野下

ハイレベル数学T1（確率） 311T 国公立２次レベル「確率」の重要問題演習と解説講義 野下

ハイレベル数学T2（数列） 312T 国公立２次レベル「数列」の重要問題演習と解説講義 野下

共通ﾃｽﾄ対策K1（数学Ⅱ） 311K 共通テスト対策数学Ｂ「ベクトル」の問題演習と解説 高永

共通ﾃｽﾄ対策K2（数学Ｂ） 312K 共通テスト対策数学Ⅱ「微積分」の問題演習と解説 高永

共通ﾃｽﾄ対策K1（現代文） 371K 共通テスト対策の演習で効果的に得点力を養う 吉田

共通ﾃｽﾄ対策K2（古典） 381K 共通テストで高得点をとるためのスキルを完全習得 吉田

ハイパー物理ST1 3P1T

ハイパー物理ST2 3P2T

【形式】授業スタイル／【ライブ】・・・ライブ講座，【特別映像】・・・特別映像講座 ※　開講講座・担当・実施日時は予定ですので、変更になる場合がございます。ご了承ください。

【費用】各講座の受講費用は別紙、「費用一覧」をご確認ください。 ※　高3物理【3P1T、3P2T】は2講座まとめての受講となります。

　　いよいよ最後の夏がやってきた！この夏、限定！今から受験勉強を頑張るキミたちを応援します！

　夏を応援！「夏得」 キャンペーン！ 　夏を応援！「夏得」 キャンペーン！

 早期申込・早期入会割引 ＜２０２２夏＞  友人紹介制度 ＜２０２２夏＞

※①と②とでは、適用となる期限、条件が異なります。受講費用については、別紙をご確認ください。 ※申込ハガキへのご記入が必要です。受講費用については、別紙をご確認ください。

第１弾 第２弾

❶ 7月15日（金）までに夏期講習をお申込み　　❷ 7月23日（土）までに通常ゼミをお申込み ☆☆会員生からの紹介で夏期講習にご参加いただくと☆☆

①夏期講習を特別優待費用にて受講できます。

②ゼミ初月の授業料が半額！
ご友人からの紹介で夏期講習にご参加いただいた場合、

夏期講習を特別優待費用にて受講できます。

原田 ◎

7/18.19.20 19:30～21:15

19:30～21:158/1.2.3

17:30～19:15

15:10～16:30

◎

◎ ○

ライブ ○ ◎

ライブ ○ ◎

ライブ

19:55～21:15

8/5.6.8.9 16:45～18:05

18:20～19:408/5.6.8.9

7/27.28.29.30

18:20～19:408/10.11.12.13

16:45～18:058/5.6.8.9

19:55～21:158/10.11.12.13

7/18.19.20 17:30～19:15

7/27.28.29.30

17:30～19:158/1.2.3

18:20～19:40

16:45～18:058/10.11.12.13

8/17.18.19 17:30～19:15

19:55～21:15

15:30～17:158/1.2.3

15:30～17:158/17.18.19

8/10.11.12.13 15:10～16:30

8/10.11.12.13

7/18.19.20

8/5.6.8.9

7/18.19.20 17:30～19:15

実施日時 ◎：推薦
 ○：受講可能学年 科目 講座名称 形式 講座No. 講座内容 担当

理系

◎

ライブ ◎ ◎

ライブ ◎

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。

詳しくはカウンセリングにて決定します。

１講座／80分講義×4回または105分講義×3回 文系

数学

ライブ ◎

ライブ ◎

英語

ライブ ◎ ◎

ライブ ◎

ライブ ○ ◎

ライブ ○ ◎

ライブ

◎

ライブ ◎

◎ ○

ライブ

理科 ライブ 電気分野　得点に直結する詳解講義と重要問題演習

倉敷

高３

◎

最難関大対策としての和文英訳・自由英作文の
攻略法を確認

国語

ライブ ◎ ◎

ライブ ◎ ◎

◎

ライブ

ライブ ◎ ◎

高３生
【倉敷校】 TEL：086-422-5434



【高２版／一般生用】

アルティメット英語U1（英作文） 241U 中西

アルティメット英語U2（英文読解） 251U 中西

スーパー英語S1（語法・文法） 241S 福島

スーパー英語S2（英文読解） 251S 福島

アドバンス英語TA1（長文読解） 24TA 逸見

アドバンス英語TA2（英文読解） 25TA 逸見

踊って覚える英熟語
特別
映像

261N 中西 ◎ ◎

アルティメット数学U1（ベクトル①） 211U 杉本

アルティメット数学U2（ベクトル②） 212U 杉本

アルティメット数学U3（ベクトル③） 213U 杉本

スーパー数学S1（ベクトル①） 211S 野下

スーパー数学S2（数列） 212S 野下

スーパー数学S3（ベクトル②） 213S 野下

アドバンス数学T1①（青陵高校対応） 21T1 野下

アドバンス数学T1②（青陵高校対応） 22T1 野下

アドバンス数学T2①（数列） 21T2 高永

アドバンス数学T2②（関数） 22T2 高永

最難関数学演習（整数問題）
特別
映像

21SN ◎ ◎

スーパー国語US1（現代文） 27US 吉田

スーパー国語US2（古典） 28US 吉田

ハイレベル国語TA1（現代文） 27TA 吉田

ハイレベル国語TA2（古典） 28TA 吉田

ハイパー物理ST1 2P1T

ハイパー物理ST2 2P2T

【形式】授業スタイル／【ライブ】・・・ライブ講座，【特別映像】・・・特別映像講座 ※　「特別映像講座」はご家庭にて視聴することも可能です。

【費用】各講座の受講費用は別紙、「費用一覧」をご確認ください。 ※　開講講座・担当・実施日時は予定ですので、変更になる場合がございます。ご了承ください。

※　高2物理【2P1T、2P2T】は2講座まとめての受講となります。

　　いよいよ最後の夏がやってきた！この夏、限定！今から受験勉強を頑張るキミたちを応援します！

　夏を応援！「夏得」 キャンペーン！ 　夏を応援！「夏得」 キャンペーン！

 早期申込・早期入会割引 ＜２０２２夏＞  友人紹介制度 ＜２０２２夏＞

※①と②とでは、適用となる期限、条件が異なります。受講費用については、別紙をご確認ください。 ※申込ハガキへのご記入が必要です。受講費用については、別紙をご確認ください。

19:30～21:15

18:20～19:408/5.6.8.9

7/18.19.20 19:30～21:15

7/22.23.25.26

8/10.11.12.13 19:55～21:15

18:20～19:408/10.11.12.13

8/1.2.3 17:30～19:15

17:30～19:15

第１弾 第２弾

❶ 7月15日（金）までに夏期講習をお申込み　　❷ 7月23日（土）までに通常ゼミをお申込み ☆☆会員生からの紹介で夏期講習にご参加いただくと☆☆

①夏期講習を特別優待費用にて受講できます。

②ゼミ初月の授業料が半額！
ご友人からの紹介で夏期講習にご参加いただいた場合、

夏期講習を特別優待費用にて受講できます。

80分×4回

16:45～18:058/10.11.12.13

17:30～19:15

7/18.19.20

8/17.18.19

理科

ライブ

国語

ライブ

「熱とエネルギー」の徹底解説と重要事項の整理

原田ライブ

8/5.8.9

7/27.28.29.30

8/10.11.12.13

7/27.28.29.30

16:25～18:10

19:55～21:15

16:45～18:05

19:55～21:15

19:55～21:157/22.23.25.26

19:30～21:15

7/18.19.20

7/18～8/31の期

間
視聴できます。

◎

◎ ◎

◎ ◎

倉敷

高２

ライブ ◎

ライブ ◎

8/17.18.19

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ

【要注目】毎年人気の講座が映像になります！基本動詞や
前置詞の意味を、動きでヴィジュアル化し、動いて踊って、身
体を張って説明します。熟語がどんどん頭に入ってくる！

◎

◎ ◎

◎

◎ ◎

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。

詳しくはカウンセリングにて決定します。

１講座／80分講義×4回または105分講義×3回

英語

数学

◎

畑中

◎

◎

「ベクトル」に関する精選講義と良問演習（後半）

「青陵高校の進度に合わせた数ⅡB単元」の
徹底理解！

「青陵高校の進度に合わせた数ⅡB単元」の
完全定着！

ライブ ◎ ◎

ライブ ◎

難関大・旧帝大レベルの読解問題に挑戦！

共通テストから２次レベルの読解問題に挑戦

ライブ

ライブ ◎

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。

文系 理系

実施日時 ◎：推薦
 ○：受講可能学年 科目 講座名称 形式 講座No. 講座内容 担当

◎ 7/27.28.29.30 18:20～19:40

19:55～21:158/5.6.8.9

80分×4回

19:55～21:158/5.6.8.9

19:30～21:158/1.2.3

19:55～21:158/5.6.8.9

最難関大合格には和文英訳・自由英作文の
攻略法を学ぶ

◎

7/18～8/31の期間

視聴できます。

最難関大合格に必要な難解な英語長文の読解法を
学ぶ

文法事項の総整理をし、読解の理解につなげる！

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎

難関大レベルの現代文問題にも挑戦。
答案の書き方を養成

古典読解に必要なポイントの詳解解説！
入試対策に備える！

現代文の解法エッセンスを伝授し得点力をアップ

古文文法の重要ポイントをわかりやすく総整理

【要注目】今回の講座のために撮影！難関大志望者必須の
整数講座。精選問題演習と、丁寧な解説で、いろいろな考え
方を学びます。整数問題が絶対おもしろくなる！

◎
「数列」を中心とした数Ｂの重要頻出問題の
徹底理解！

数Ⅱで出てきた様々な「関数」を復習！

◎

構文をつかみながらの精読演習。読解の基礎を固め
る

この夏で仕上げる！
ベクトルハイレベル講義演習（前編）

◎

ライブ

ライブ

18:20～19:40

◎
「剛体のつりあい」、「モーメント」の
徹底解説と重要事項の整理

この夏で仕上げる！
ベクトルハイレベル講義演習（中編）

この夏で仕上げる！
ベクトルハイレベル講義演習（後編）

◎ ◎

◎

◎

ライブ

ライブ

ライブ

ライブ ◎

18:20～19:407/27.28.29.30

◎

ライブ ◎ ◎

「ベクトル」の基本を初めから！
精選講義と良問演習（前半）

3日で完結！「数学的帰納法」を徹底演習！

高２生
【倉敷校】 TEL：086-422-5434



【中３・高１版／一般生用】

高校学習内容「英文構造（文型・区と節）」を完全マスター！ 逸見

高校学習内容「数と式」を詳細解説、因数分解の理解を深める 安藤

高校学習内容「英文構造（文型・区と節）」を完全マスター！ 逸見

アルティメットジュニア中３国語 ライブ 高校国語の入門編。大学入試で大きく変わる古典の明瞭解説 吉田

アルティメット英語U1（語法・文法） ライブ 141U 重要文法事項の完成（不定詞，動名詞，分詞など） 久留原

アルティメット英語U2（読解） ライブ 151U ２次試験レベルの英文を正確に読む方法を習得 中西

スーパー英語総合S1（語法・文法） ライブ 141S 重要文法事項の完成（不定詞，動名詞，分詞など） 福島

スーパー英語S2（読解） ライブ 151S ２次試験レベルの英文を正確に読む方法を習得 福島

青陵高校レベル英語T1①（文法） ライブ 14T1 重要文法事項（不定詞，動名詞，分詞など）の徹底演習 逸見

青陵高校レベル英語T1②（構文・読解） ライブ 15T1 文法・構文事項を意識した読解問題の演習と解説 逸見

基礎から総復習！英文法T2② ライブ 15T2 基礎からの重要文法事項（準動詞など） 逸見

 一目瞭然！　ヴィジュアル系前置詞攻略
特別
映像

161N 中西

アルティメット数学U1（指数対数） ライブ 111U 「指数・対数」を中心とした数学Ⅱハイレベル演習 杉本

アルティメット数学U2（整数） ライブ 112U 受験必須！整数論の考え方を一から解説 杉本

スーパー数学S1（2次関数） ライブ 111S 「２次関数の最大最小」重要頻出問題の徹底理解！ 杉本

スーパー数学S2（確率） ライブ 112S 「確率」を得点源にするための重要ポイントを伝授！ 安藤

青陵高校レベル数学T1①（数学I） ライブ 11T1 青陵高校の進度に合わせた数Ⅰ単元の徹底理解！ 杉本

青陵高校レベル数学T1②（数学A） ライブ 12T1 青陵高校の進度に合わせた数Ａ単元の完全定着！ 杉本

基礎を定着！数学T2①（2次関数） ライブ 11T2 「２次関数」重要頻出問題の徹底理解！ 高永

基礎を定着！数学T2②（確率） ライブ 12T2 「確率」を得点源にするための重要ポイントを伝授 安藤

ハイレベル数学演習（整数問題など）
特別
映像

11SN 畑中

完全攻略！「確率」演習（応用編）
特別
映像

12SN 畑中

得点直結！1学期内容総復習
特別
映像

11TN 杉本

完全攻略！「確率」演習（標準編）
特別
映像

12TN 杉本

スーパー国語US1（古文） ライブ 18US 入試に向けた古文文法の重要ポイントを総整理 吉田

スーパー国語US2（漢文） ライブ 19US 漢文の重要句法を整理し、読解問題に挑戦！ 吉田

基礎を定着！国語TA1（古文） ライブ 18TA 助動詞の重要ポイントをわかりやすく総整理！ 吉田

基礎を定着！国語TA2（漢文） ライブ 19TA 「否定・疑問」句法のポイント整理！ 吉田

【形式】授業スタイル／【ライブ】・・・ライブ講座，【特別映像】・・・特別映像講座 ※　開講講座・担当・実施日時は予定ですので、変更になる場合がございます。ご了承ください。

【費用】各講座の受講費用は別紙、「費用一覧」をご確認ください。 ※　「特別映像講座」はご家庭にて視聴することも可能です。

　　いよいよ最後の夏がやってきた！この夏、限定！今から受験勉強を頑張るキミたちを応援します！

　夏を応援！「夏得」 キャンペーン！ 　夏を応援！「夏得」 キャンペーン！

 早期申込・早期入会割引 ＜２０２２夏＞  友人紹介制度 ＜２０２２夏＞

※①と②とでは、適用となる期限、条件が異なります。受講費用については、別紙をご確認ください。 ※申込ハガキへのご記入が必要です。受講費用については、別紙をご確認ください。

8/5.6.8.9

19:40～20:40

19:30～20:50
18:45～21:30

9U11
（国のみ）

第2日程
9U31

（英数国）
9Ｕ21
（英数）

高校学習内容「数と式」を詳細解説、因数分解の理解を深める 安藤

7/18.19.20

7/29
8/5

第１弾 第２弾

❶ 7月15日（金）までに夏期講習をお申込み　　❷ 7月23日（土）までに通常ゼミをお申込み ☆☆会員生からの紹介で夏期講習にご参加いただくと☆☆

7/27.28.29.30

17:40～19:00

18:20～19:408/5.6.8.9

7/25.26

19:55～21:15

7/22.23.25.26

①夏期講習を特別優待費用にて受講できます。

②ゼミ初月の授業料が半額！
ご友人からの紹介で夏期講習にご参加いただいた場合、

夏期講習を特別優待費用にて受講できます。

19:30～21:15

19:55～21:15

19:30～21:158/1.2.3

7/22.23.25.26

7/18.19.20

18:20～19:40

15:10～16:30

17:40～19:00

18:20～19:40

19:55～21:15

16:45～18:058/10.11.12.13

80分×4回

80分×4回

80分×4回

80分×4回

倉敷

高１

基礎からの重要文法事項（時制，助動詞，受動態など）

英語

7/18～8/31の期間
視聴できます。

基礎から総復習！英文法T2①

7/18.19.20

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。

実施日時
学年 科目 講座名称 形式 講座No. 講座内容 担当

１講座／高1は80分講義×4回または105分講義×3回
　中3は80分講義×3回または60分講義×3回

9U31
（英数
国）

9Ｕ21
（英数）

 アルティメットジュニア中３英語・数学

英語
ライブ

数学

倉敷
中３

英語

 アルティメットジュニア中３英語・数学
　第2日程（8/23.24.25と同内容です。）

17:30～19:15

数学

国語

ライブ

7/18～8/31の期間
視聴できます。

7/18～8/31の期間
視聴できます。

7/18～8/31の期間
視聴できます。

80分×4回

19:55～21:15

17:15～19:008/1.2.3

8/10.11.12.13

8/10.11.12.13

7/27.28.29.8/4

8/10.11.12.13

8/10.11.12.13

7/27.28.29.30 18:20～19:40

国語

数学

【要チェック】今回の講座のために撮影！１学期の重要テーマを総復
習。知識の総整理に加え、標準問題の演習と解説で、２学期のス
タートをスムーズにします。学力テスト対策にもバッチリ！

【要チェック】今回の講座のために撮影！数A最重要テーマの確率
を、応用問題を中心に徹底的に演習します。この夏しかできない演習
講座！学力テスト対策にも活用してみてください。

【要チェック】今回の講座のために撮影！難関大志望者必須の整数
講座。精選問題演習と、丁寧な解説で、いろいろな考え方を学びま
す。整数問題が絶対おもしろくなる！

【要チェック】今回の講座のために撮影！数A最重要テーマの確率
を、典型問題の解説と演習でブラッシュアップします。この夏しかでき
ない演習講座！学力テスト対策にも活用してみてください。

竹本

8/23.24.25 14:00～16:45

14T2ライブ

18:20～19:40

18:20～19:40

17:30～19:15

18:20～19:40

17:15～18:35

19:40～20:408/10.11.12

7/22.23

8/10.11.12.13

8/1.2.3

8/5.6.8.9

7/18～8/31の期間
視聴できます。

【要チェック】毎年人気の講座が映像に！前置詞の曖昧な理解は、
入試でも必ず狙われます。前置詞の意味をヴィジュアルイメージで説
明。そういう意味だったのかとスッキリ理解できること間違いなし！

中３生・高１生
【 倉敷校】 TEL：086-422-5434



☆【高３版／一般生用】

 共通テスト 国語 得点力アップ講座

 難関大２次対応 理系化学

 難関大２次対応 理系物理 電気  夏で一気に完成させる「電気」分野の最終講義

 難関大２次対応 理系物理 電気  夏で一気に完成させる「電気」分野の最終講義

 難関大対応数学 図形特訓

 難関大対応数学 図形特訓

 難関大２次対応 英語  長文＋英作文を徹底演習　本番での強さを身につける

 難関大２次対応 理系物理 電気  夏で一気に完成させる「電気」分野の最終講義

   　いよいよ最後の夏がやってきた！この夏、限定！今から受験勉強を頑張るキミたちを応援します！

　夏を応援！「夏得」 キャンペーン！ 　夏を応援！「夏得」 キャンペーン！

 早期申込・早期入会割引 ＜２０２２夏＞  友人紹介制度 ＜２０２２夏＞

※①と②とでは、適用となる期限、条件が異なります。受講費用については、別紙をご確認ください。 ※申込ハガキへのご記入が必要です。受講費用については、別紙をご確認ください。

■10:00～17:00の時間帯で実施する講座についてはお昼休憩があります。昼食の持参をお願いいたします。

＜ご注意＞　盆特訓の受講費用は「定額費用制度」の対象外となります。

8月28日 10:00～17:00

英語 ライブ 3EB2 浜野 ◎ ◎ 8月20日 15:00～21:30

数学
ライブ 3MB1  発想を必要とする図形問題の徹底演習。文理は問いません 畑中 ○ ◎ 8月18日 10:00～17:00

ライブ 3MB2  発想を必要とする図形問題の徹底演習。文理は問いません 畑中 ○ ◎

7月24日 13:00～19:30

ライブ 3PB3 原田久 ◎ 8月17日 13:00～19:30

原田久 ◎

8月15日 10:00～17:00

8月16日 10:00～17:00

 難関大２次対応 理系化学 ライブ 3CB2  「脂質」・「生化学」・「医薬品」における詳説講義 宮脇 ◎
8月18日 18:00～21:15

8月19日 18:00～21:15

◎ ◎ 8月14日

化学
ライブ 3CB1  「脂質」・「生化学」・「医薬品」における詳説講義

科目

宮脇 ◎

物理
ライブ 3PB4

10:00～17:00

英語
 共通テスト 英語 特訓講座
　（リーディング＆リスニング）

ライブ 3EB1 中西 ◎ ◎

①夏期講習を特別優待費用にて受講できま
す。

②ゼミ初月の授業料が半額！

ご友人からの紹介で夏期講習にご参加いただいた場合、

夏期講習を特別優待費用にて受講できます。

理系

13:00～19:30

第１弾 第２弾

❶ 7月15日（金）までに夏期講習をお申込み　　❷ 7月23日（土）までに通常ゼミをお申込み ☆☆会員生からの紹介で夏期講習にご参加いただくと☆☆

＜ご注意ください＞高３盆特訓に関して

◎原田久

実施日時

■岡山、倉敷両会場で実施いたします「難関大２次対応 理系物理 電気」は、同内容です。

■盆特訓のみの受講も可能です。

形式講座名称

■会場は、＜岡山会場＞能開センター岡山校（大学受験）　岡山市北区磨屋町7-2　〔℡〕086-233-3302　※クレドビルではありません

■会場は、＜倉敷会場＞能開センター倉敷校（大学受験）　倉敷市阿知3-1-14　〔℡〕086-422-5434

■当日は授業開始1時間前より開館、および受付開始。授業終了後は速やかに閉館いたします。時間の調整をお願いいたします。

■盆特訓の費用は、定額費用制度の対象外となります。

講座No. 講座内容

物理

文系

＜ご注意＞　盆特訓の受講費用は「定額費用制度」の対象外となります。

ライブ 3PB2

実施日時

理系

 徹底マーク演習と明快解説でワンランク上の得点力を養成

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。

科目 講座名称 形式 講座No. 講座内容 担当

文系

 ◎：推薦
 ○：受講可

担当
 ◎：推薦
 ○：受講可

8月16日

国語 ライブ 3KBT  本番での得点力を高めるための秘訣をわかりやすく解説 竹村

【 岡山校 】 TEL：086-233-3302

高３生
【 倉敷校 】 TEL：086-422-5434

高３生


