
【和歌山県版】

【形式】授業スタイル／集合：ライブ授業、映像：オンラインゼミ

※開講・時間は予定です。変更になる場合がございます、予めご了承ください。

 ■受講費用 （税込）  ■受講費用例

 ■受講費用の考え方

▼お問い合わせ・お申し込みはコチラから ▼Webサイト

　能開大学受験　和歌山

受付時間:14:30～19:00

17:00～19:00

15:30～17:30

17:00～18:40

19:00～20:40

19:00～20:20

7/25,26 18:00～21:30※

8/13,14,15,16

18:00～19:40

19:50～21:30◎

8/19,20,23,24

7/30,31 8/1,2

◎

7/30,31 8/1,2

13,750円

前半

後半

100分×4回＝400分

16,390円

16,390円

社会

化学

物理

13,750円
世界史

1

120分×4回＝480分 16,390円

理系
数学

1

13,750円

後半

100分×4回＝400分

13,750円前半

地理（オンラインゼミ）

1 100分×4回＝400分

19:50～21:30

8/19,20,23,24

19:20～21:00

11:00～12:40

11:00～12:40

8/8,,9,10,11

8/13,14,15,16

8/19,20,23,24

7/30,31 8/1,2

8/19,20,23,24

受講
特典

13,200円

13,200円

①カムバック能開優待
　　かつて能開センターの会員だった方は、
　「会員費用」でご参加いただけます。

②友人紹介優待
　　現在能開の会員である方の紹介でご参加される場合、
　「会員費用」でご参加いただけます。

力学の難問が解ける真の力を養成。「なぜそう解くのか」明確な理
由を示し、正しい考え方を養成する。重心系や角運動量を扱う。

中原 ◎

③複数受講割引（ライブ授業）
　４講座以上受講される場合、ライブ授業は「費用割引」を
適用いたします。

④入会金（22,000円）が無料！
　夏期講習にご参加いただいたあと、継続して通常ゼミに
ご入会される場合は、入会金（税込22,000円）を
免除いたします。

13,200円

(簗島) ◎

因果関係を把握し、覚えるべきポイントを整理し、実戦演習で入試
対応力に磨きをかける。江戸中期から幕末までの通史を扱う。

前半は16-18世紀主権国家体制で個性あふれるヨーロッパ王
室、後半はイスラーム、東南アジア史を地図や資料を使い立体的
につなぐ。

松本

川野

◎

3W1K

3W2K

中原

13,200円

13,200円

13,200円

1

オンラインゼミのパンフレットをご覧ください。1

100分×4回＝400分

1

1 100分×4回＝400分

13,750円

前半

後半

13,200円

13,750円

13,750円100分×4回＝400分

100分×4回＝400分前半

後半

1

1

1

13,750円

13,750円
日本史

1 200分×4回＝800分

1

検索

15,840円

13,200円

13,200円100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

国語

1

前半 16,390円

1

1

文系数学

160分×3回＝480分

時間数

120分×4回＝480分

講座数 一般生費用

1

難関国公立大国語

共通テスト国語

集合

集合

オンラインゼミ　共通テスト地理K（教室にて受講）

080分×4回＝320分

QR

後半

3C2T

最難関大化学α

集合

3P1S

21,670円

会員生費用

世界史

集合

集合

日本史

21,120円

「なぜそうなるのか」という理論を意識させ、標準レベルの問題を通
じて実践力の強化を図る。「化学」範囲の理論化学問題演習を行
う。

難関大化学β

保存則の活用や単振動の思考問題を通し、解法を身につけ、不
得意分野意識を払拭させる。失敗しない型を身につける。

映像

3P1Ｔ

科目

英語

3P2S

「なぜそうなるのか」という理論を押さえ、発展レベルの問題を通じ
て実践力の強化を図る。「化学」範囲の理論化学問題演習を行
う。

3J2K

3J1K

3G1K この夏、共通テストに向けた学習がスタート！勉強法も伝授！

東・京国語 集合

集合京・阪・神　文系数学SＴ

371T

371K

331S

15,840円160分×3回＝480分

160分×4回＝640分

社会

阪大・神大・大阪公立大の過去の入試問題を用い、読解力や合
格答案の作成力を養成する。

共通テストと同じ形式の現・古・漢の問題演習と解説を通じ、論理
的に正解を導くための読み方、選択肢の選び方を習得する。

集合
3C2S

難関大物理β 集合
3P2Ｔ

最難関大物理α 集合

3C1T

理科

3C1S

２次試験必出の数学Ⅲ「積分法」および「複素数平面」を扱う。

２次試験必出の数学Ⅲ「積分法」および「複素数平面」扱う。

数ⅠAⅡB内容の難度の高い問題を扱い、難関大に必要な思考
力に磨きをかけ、合格答案を書き下ろす記述力の強化を図る。

秦

太田

322S

数学

324T

阪・神・難関国公立大　理系数学ＴⅠ

阪・神・難関国公立大　理系数学ＴⅡ

東・京・医　理系数学Ｓ 集合

有名大　文系数学A

321T

323T

321S 最高難度（ⅠA～Ⅲ）の問題を扱い、最難関大に必要な思考力に
磨きをかけ、合格答案を書き下ろす記述力の強化を図る。

集合

322T
集合

342T

7/20,21,22

17:00～19:00

8/3,4,5

8/3,4,5

8/9,10,11

8/3,4,5
◎後藤

8/8,9,10,11後藤

18:30～21:20※

18:30～21:20※

◎

◎

18:30～21:20※

13:30～16:20※

◎

○

吉田

7/15,16,17,18

難度の高い英文解釈問題を扱う。演習を通じて英作文力のレベ
ルアップも図る。

18:00～20:50※共通テストや２次の長文において「理論・根拠」を持って正解にた
どりつける精読力を養成する。

南

7/20,21,22
集合

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。

自分と向き合う　   夏で伸ばす。 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。　詳しくはガイダンスにて決定します。

科目 講座名称

英語

 ◎：推薦
 ○：受講可能講座内容

◎

◎

有名大　英語Ａ 集合 341A ◎ ◎

阪・神・難関国公立大　英語ＴⅡ

集合

集合

東・京・医　英語Ｓ

阪・神・難関国公立大　英語ＴⅠ 集合

実施日時
担当

望月

高松

入試問題を用い解法を習得してもらう。英作文の書き方・取り組み
方を紹介する。

◎

7/15,16,17,18

7/15,16,17,18

◎

◎

18:00～20:50※◎

18:00～20:50※

18:00～20:50※

7/15,16,17,18

講座No.

341T

非常に難度の高い読解問題と英作文に取り組む。英文の背景知
識が求められる読解問題を扱う。

341S

8/8,9,10,11

8/16,17

8/1,2,3,4◎

8/6,8,  8/15,16

◎

8/17,18,19,20

15,840円

15,840円

◎

◎◎

○331A

御前 ◎

数Bの「数列」を扱い、共通テストにおける得点源となることを目指
す。私立大の文系・文理系にも対応する。

碧山

碧山

◎御前

御前

東大・京大レベルの現代文・古文・漢文の演習・解説を通じ、読解
力や合格答案の作成能力を培う。

橋本 ◎

371S

国語

26,950円 26,400円

◎

◎ ◎

8/16,17 15:00～18:40※

7/25,26 19:50～21:30

18:00～19:40◎

7/30,31 8/1,2

高３生

複数の講座を受講される場合は、上記講座別受講費用の合計により費用総額を決定

いたします。

但し、４講座以上受講の場合、ライブ授業については「費用割引」を適用いたします。

（講座数にはオンラインゼミの受講数も加算致します。但し、オンラインゼミ授業料は割引

の対象外となります。）

４講座受講の場合は総額より１０％割引、５講座以上受講の場合は２０％割引いたしま

す。

※休憩含む



【和歌山県版】

【形式】授業スタイル／集合：ライブ授業

※開講・時間は予定です。変更になる場合がございます、予めご了承ください。

 ■高２生受講費用 （税込）  ■受講費用例

 ■受講費用の考え方

▼お問い合わせ・お申し込みはコチラから ▼Webサイト

　能開大学受験　和歌山

受付時間:14:30～19:00

◎

20:00～21:30

◎ 8/4,5,6,7

◎

20:00～21:40

7/24,25,26,27

18:00～19:40

7/24,25,26

会員生費用

英語

難関大英語ＴⅡ

難関大理系数学ＨT（中高一貫生対象） 集合

集合

212A

最難関大英語Ｓ 集合

科目

211S

212T

19:20～21:20

20:00～21:30

8/18,19,　8/22,23

望月

数学Bの「ベクトル」に焦点を当て、各テーマの重要事項の理解を
図る。また標準問題の演習を通じて思考力の養成を図る。

秦 ◎

7/24,25,26,27

19:20～21:20

難関大化学β

難関大英語ＴⅠ 集合

集合

森本 8/18,19,　8/22,23

長文読解問題と英文法の復習を通して実力を高める。

19:00～21:00

8/18,19,　8/22,23

橋本

222S

◎

◎

241S 難度の高い読解問題と英作文に取り組む。最難関大に必要な思
考を要する問題、正確な読み書きを要する問題を扱う。

20:00～21:30

英文法の復習を通して長文読解問題の実力を高める。

数学Bの「ベクトル」に焦点を当て、各テーマをマスターする。また
応用問題の演習を通じて思考力の養成を図る。

太田 ○

構文・文法の学習から英文読解の足がかりを作る。

7/24,25,26

◎

◎

212S

221T 数学Ⅲの「微分法」に焦点を当て、各テーマをマスターする。また
応用問題の演習を通じ、難関大に必要な「思考力・記述力」の養
成を図る。222T

242T

◎ ◎

◎

20:00～21:40

碧山

20:00～21:30

20:00～21:30

◎

7/24,25,26,27

◎ 8/4,5,6,7

◎ ◎ 7/20,21,22,23

8/9,10,11,12

川上

8/9,10,11

碧山 ◎ 8/4,5,6,7

○

8/9,10,11

8/9,10,11,12

有名大英語Ａ 集合

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。

QR検索

二川

国語

難関国公立大国語 集合 271S 記述力を養成する。国公立2次試験で頻出のテーマの現代文を
扱い、正しい読解法・合格答案の作成法を学ぶ。

御前

◎ ◎

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。　詳しくはガイダンスにて決定します。

自分と向き合う　　夏で伸ばす。 文系 理系

実施日時 ◎：推薦
 ○：受講可能

講座名称 形式 講座No. 講座内容 担当

20:00～21:30

数学

東・京・医理系数学ＨＳ（中高一貫生対象） 集合

221S 数学Ⅲの「微分法」に焦点を当て、各テーマをマスターする。また
応用問題の演習を通じ、最難関大に必要な「思考力・記述力」の
養成を図る。

後藤

241T

有名大数学Ａ 集合

211A
数学Bの「ベクトル」に焦点を当て、各テーマの重要事項の理解を
図る。また基本問題の演習を通じて思考力の養成を図る。

貴志 ◎

難関大数学Ｔ

最難関大数学Ｓ

241A

集合

211T

国語総合 集合 271T 現代文の演習・解説を通じ、頻出テーマに関する知識や、論理的
な読み方、選択肢の選び方、記述の仕方を習得する。

御前 ◎ ◎ 7/20,21,22,23

一般生費用

最難関大物理α 集合 2P1S 単振動、熱力学の分野の問題を扱う。「なぜそう解くのか」明確な
理由を示し、最難関大の思考問題にも対応できる力を培う。

科目 講座数 時間数

◎ 8/4,5,6,7中原

中原

化学を理解する上で最も重要な「なぜそうなるのか」という理論を
しっかりと押さえ、「酸化還元」についての基礎理論の定着を図る。

1
120分×3回＝360分

または

090分×4回＝360分
12,430円 11,880円英語

理科

難関大物理β 集合 2P1Ｔ
力のモーメント、運動量と力積、運動量保存則など、「物理」の分
野攻略する。頻出で標準的な問題をしっかり解ける力から、応用
問題に対応する力を養う。

最難関大化学α 集合 2C1S
化学を理解する上で最も重要な「なぜそうなるのか」という理論を
しっかりと押さえ、「酸化還元」についてあらゆる問題に対応できる
ための基礎理論の強化を図る。

集合 2C1T

数学

前半 1
120分×3回＝360分

または

090分×4回＝360分
12,430円 11,880円

後半 1
120分×3回＝360分

または

090分×4回＝360分
12,430円 11,880円

国語 1 080分×4回＝320分 11,110円 10,560円

化学 1 100分×4回＝400分 13,750円 13,200円

1 100分×4回＝400分 13,750円 13,200円

受講
特典

①カムバック能開優待
　　かつて能開センターの会員だった方は、
　「会員費用」でご参加いただけます。

②友人紹介優待
　　現在能開の会員である方の紹介でご参加される
場合、「会員費用」でご参加いただけます。

物理

18:00～19:40

18:30～19:50

20:00～21:20

③複数受講割引
　４講座以上受講される場合は「費用割引」を
適用いたします。

④入会金（22,000円）が無料！
　　夏期講習にご参加いただいたあと、継続して通常ゼミに
ご入会される場合は、入会金（税込22,000円）を
免除いたします。

8/9,10,11,12

8/20,21,22

高２生

複数の講座を受講される場合は、上記講座別受講費用の

合計により費用総額を決定いたします。

但し、４講座以上受講の場合は「費用割引」を適用いたします。

４講座受講の場合は総額より１０％割引、

５講座以上受講の場合は総額より２０％割引いたします。



【和歌山県版】

【形式】授業スタイル／集合：ライブ授業、映像：オンラインゼミ

※開講・時間は予定です。変更になる場合がございます、予めご了承ください。

 ■高１生受講費用 （税込）  ■受講費用例

 ■高１生集中特訓受講費用 （税込）

 ■受講費用の考え方

▼お問い合わせ・お申し込みはコチラから ▼Webサイト

　能開大学受験　和歌山

受付時間:14:30～19:00

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。

国語

検索 QR

集合 141H 「比較」を扱う。 丸暗記ではなく、比較を本質から理解し, 実際の
入試問題に対応できる力を養う。 なお読解問題も扱う予定。

望月

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。　詳しくはガイダンスにて決定します。

自分と向き合う　　夏で伸ばす。

基本～標準レベルの重要事項を整理し、演習・解説を通じて、文
法の完成を図る。

森本

111S

112S

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

7/28,29　8/1,2 20:00～21:30

英語

最難関大英語S 集合 141S 文法については「準動詞」「関係詞」の発展レベルの完成を図る。
構文解析に着手し長文読解につなげる。

二川 ◎ ◎ 7/28,29　8/1,2

東・京・医英語HS（中高一貫生対象）

18:00～19:20

8/9,10,11,12

オンラインゼミ　難関国語ST（教室にて受講） 映像 171T 自分では勉強しにくい、現代文の読解法を伝授する。 （森野） ◎ ◎ 8/21,22,23,24

18:20～19:50
111A

112A

7/24,25,26,27
集合 「2次関数」「場合の数・確率」の重要事項の理解を図る。また基

本問題の演習を通じて思考力を養成する。
貴志 ◎ ◎

③複数受講割引（ライブ授業）
　４講座以上受講される場合、ライブ授業は「費用割引」を
適用いたします。

④入会金（22,000円）が無料！
　　夏期講習にご参加いただいたあと、継続して通常ゼミに
ご入会される場合は、入会金（税込22,000円）を
免除いたします。

1
120分×3回＝360分

または

090分×4回＝360分
12,430円 11,880円

国語
（オンラインゼミ）

1 080分×4回＝320分

受講
特典

①カムバック能開優待
　　かつて能開センターの会員だった方は、
　「会員費用」でご参加いただけます。

②友人紹介優待
　　現在能開の会員である方の紹介でご参加される場合、
　「会員費用」でご参加いただけます。

数学 1 080分×3回＝240分 9,790円 9,240円

オンラインゼミのパンフレットをご覧ください。

18:20～19:50

7/24,25,26,27
18:20～19:50難関大数学T 集合

7/24,25,26,27
最難関大数学S 集合 「2次関数」「場合の数・確率」をマスターする。応用問題の演習を

行い、最難関大に必要となる思考力・記述力を養成する。
太田 ◎ ◎

8/9,10,11,12

111T

112T 8/9,10,11,12
秦 ◎ ◎

橋本 ◎ ◎

難関大数学HT（中高一貫生対象） 集合 「数列」の各テーマをマスターする。実戦演習を行い、難関大受験
に必要となる思考力を養成する。

千賀 ◎ ◎
122T

121S

122S

7/20,21,23121T

8/5,6,7

8/6,7,8

◎ ◎ 7/28,29　8/1,2

7/20,21,22

◎ ◎ 7/29,30,31

難関大英語Ｔ 集合 141T 文法については「準動詞」「関係詞」の標準レベルの完成を図る。
構文解析に着手し長文読解につなげる。

田中

有名大英語A

東・京・医数学HS（中高一貫生対象）

19:00～21:00

20:00～21:30

集合 141A

集合 「数列」の各テーマをマスターする。応用問題の実戦演習を行い、
最難関大受験に必要となる思考力・記述力を養成する。

数学

1
120分×3回＝360分

または

090分×4回＝360分
12,430円 11,880円前半

数学

後半

講座数 時間数 一般生費用 会員生費用

1
120分×3回＝360分

または

090分×4回＝360分
12,430円 11,880円

科目

英語

「2次関数」「場合の数・確率」をマスターする。実戦演習を行い、
難関大受験に必要となる思考力を養成する。

有名大数学A

文系 理系

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

◎ ◎ 18:00～19:20

数学

8/17,18,19

8/17,18,19

科目 講座数 時間数 一般生費用 会員生費用

数学α　指数対数 集合 1MAX 指数方程式・不等式と対数方程式・不等式 秦 ◎ ◎ 18:00～19:20

数学β　整数の性質 集合 1MBX 整数の性質（互除法・ｎ進法・不定方程式など） 太田

17:00～19:00

19:20～21:20

19:20～21:20

20:00～21:30

◎ ◎

文系 理系
高１生

複数の講座を受講される場合は、上記講座別受講費用の合計により費用総額を

決定いたします。

但し、４講座以上受講の場合、ライブ授業については「費用割引」を適用いたします。

（講座数にはオンラインゼミの受講数も加算致します。但し、オンラインゼミの授業料

は割引対象外となります。）

４講座受講の場合は総額より１０％割引、５講座受講の場合は総額２０％割引いた

します。

高１生


