
科　目
一般生費用

講座別受講費用（税込）
会員生費用

授業時間数

英　語 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

数学ⅠAⅡB

国　語

地　理 （オンラインゼミ）

前半

後半

前半

後半

前半

後半

前半

後半

前半

後半

理系
数学

化学

物理

日本史

世界史

講座数

21,670円

16,390円

16,390円

16,390円

16,390円

26,950円

13,750円

13,750円

13,750円

13,750円

13,750円

13,750円

13,750円

13,750円

13,750円

別紙オンラインゼミリーフレットをご覧ください

160分×4回＝640分

160分×3回＝480分

160分×3回＝480分

120分×4回＝480分

120分×4回＝480分

200分×4回＝800分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

80分×4回＝320分

21,120円

15,840円

15,840円

15,840円

15,840円

26,400円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

お
す
す
め
講
座
紹
介

特別割引【有料講座】4講座受講⇒10％割引　5講座以上受講⇒20％割引

英語 理系数学（2講座） 共通テスト国語 化学（2講座）

国公立理系強化 東大・京大・医学部の最難関大 理系突破!　　

一般：95,700円
76,560円

会員・優待：92,400円
73,920円

【6講座合計金額】 20％
割引

20％
割引

英語 東・京 国語 日本史（2講座）

国公立文系強化 東大・京大・一橋の最難関大 文系突破!　　

一般：65,560円
59,004円

会員・優待：63,360円
57,024円

【4講座合計金額】 10％
割引

10％
割引

高
３
生

※オンライン講座も同時に受講する場合の複数受講割引について
①講座数としてオンラインゼミの受講数も加算いたします。
　ライブ＋ライブ＋ライブ＋オンライン講座の場合は、４講座とカウントします。
②オンライン講座の受講費用は割引対象外となります。
　オンライン講座の費用については、別紙「オンラインゼミ（夏期講習）」のリーフレットを
　ご参照ください。

科　目
一般生費用

講座別受講費用（税込）
会員生費用

授業時間数

英　語 1

1

1

1

1

1

国　語

化　学

物　理

前半

後半

数学

講座数

12,430円

12,430円

12,430円

11,110円

13,750円

13,750円

120分×3回＝360分

90分×4回＝360分

120分×3回＝360分

90分×4回＝360分

120分×3回＝360分

90分×4回＝360分

80分×4回＝320分

100分×4回＝400分

100分×4回＝400分

11,880円

11,880円

11,880円

10,560円

13,200円

13,200円

お
す
す
め
講
座
紹
介

特別割引【有料講座】4講座受講⇒10％割引　5講座以上受講⇒20％割引

英語 数学（2講座） 化学 物理

国公立理系強化 最難関大 理系が目標!　　

一般：64,790円
51,832円

会員・優待：62,040円
49,632円

【5講座合計金額】 20％
割引

20％
割引

英語 数学（2講座） 国語

国公立文系強化 難関大が目標!　　　

一般：48,400円
43,560円

会員・優待：46,200円
41,580円

【4講座合計金額】 10％
割引

10％
割引

高
２
生

科　目
一般生費用

講座別受講費用（税込）

会員生費用
授業時間数

英　語

国　語 （オンラインゼミ）

数学

前半

後半

1

1

1

1

講座数

12,430円

12,430円

12,430円

別紙オンラインゼミリーフレットをご覧ください

120分×3回＝360分

90分×4回＝360分

120分×3回＝360分

90分×4回＝360分

120分×3回＝360分

90分×4回＝360分

80分×4回＝320分

11,880円

11,880円

11,880円

お
す
す
め
講
座
紹
介

特別割引【有料講座】4講座受講⇒10％割引　5講座以上受講⇒20％割引

英語 数学（2講座） 国語 特訓数学

国公立理系強化 最難関大 理系が目標!　　

一般：61,732円
52,316円

会員・優待：58,432円
49,456円

【5講座合計金額】 20％
割引

20％
割引

国公立文系強化 難関大が目標!　　　
英語 数学（2講座） 国語

一般：51,942円
48,213円

会員・優待：49,192円
45,628円

【4講座合計金額】 10％
割引

10％
割引

高
１
生

高1生集中特訓受講費用（税込）

※集中特訓には、映像での受講はありません。

科　目 一般生費用 会員生費用授業時間数

数　学 1

講座数

9,790円80分×3回＝240分 9,240円

※オンライン講座も同時に受講する場合の複数受講割引について
①講座数としてオンラインゼミの受講数も加算いたします。
　ライブ＋ライブ＋ライブ＋オンライン講座の場合は、４講座とカウントします。
②オンライン講座の受講費用は割引対象外となります。
　オンライン講座の費用については、別紙「オンラインゼミ（夏期講習）」のリーフレットを
　ご参照ください。

受講費用の考え方
※複数の講座を受講される場合は、各講座
別受講費用の合計により費用総額を決定
いたします。 かつて能開センターの会員

だった方は会員生と同じ費
用で受講できます。

〈カムバック能開優待〉
現在、能開センター会員である方から
の紹介で夏期講習を受講する方は、
会員生と同じ費用で受講できます。

〈友人紹介優待〉

お申込み特典（一般生対象）お申込み特典（一般生対象）
「夏期講習」から継続してご入会いただくと、
入会金 22,000円（税込）が

免除されます。

入会金免除キャンペーン入会金免除キャンペーン

お電話・または直接ご来校ください。受
講講座をアドバイスさせていただきま
す。また必要に応じて事前学力診断テス
トを受けていただきます。

事前受講相談1

※事前学力診断テストの結果により、受講クラス
の変更をおすすめする場合があります。詳しく
はお電話でお問い合わせください。

講習会受講までの流れ
ご相談内容（テスト）に基づき受講講座
を決定します。「申込書」に必要事項を
ご記入・ご捺印のうえ、受講予定の講座
が始まる３日前までにご提出ください。
（郵送可能）

申込書のご提出2
申込書を確認後、「振込用紙」を発送いた
します。所定の期日までにコンビニエン
スストアからお振込ください。ご入金が
確認された段階で申込の手続きが完了
となります。

受講費用のご納入3

●❹

国 語

東・京 国語
最高難度の入試問題と攻略
東大・京大・一橋大・阪大文学部といった最難関大志望者が対象の記述力養成講座です。
東大・京大レベルの現代文・古文・漢文の演習・解説を通じて、読解力や合格答案の作成能
力を培います。予習必須です。

371S講座No
授業時間 120分×4回

難関国公立大 国語
国公立２次対策と共通テスト攻略
阪大・神大・大阪公立大等の2次試験で国語が課される大学の志望者が対象の講座です。
阪大・神大・公立大の過去の入試問題を用いて、読解力や合格答案の作成力を養成しま
す。予習必須です。

371T講座No
授業時間 200分×4回

共通テスト国語
目指せ！共通テスト8割以上
共通テストで８割以上を目指す人が対象の講座です。共通テストと同じ形式の現代文・古
文・漢文の問題演習と解説を通じて、論理的に正解を導くための読み方、選択肢の選び
方を習得します。古文・漢文は予習必須です。

371K講座No
授業時間 100分×4回

化 学

最難関大 化学α
理論問題マスター化学
最難関大合格のための応用力養成を図る講座です。入試頻出テーマを中心に、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たうえで、発展レベルの問題演習を通じて実戦
力の強化を図ります。なお前・後半とも「化学」範囲の理論化学問題演習を行います。

3C1S・3C2S講座No
授業時間 100分×4回×2

難関大 化学β
入試重要テーマ攻略化学
難関大合格のための応用力養成を図る講座です。入試頻出テーマを中心に、「なぜそうなる
のか」という理論を意識した授業展開を行い、また標準レベルの問題演習を通して実戦力
の強化を図ります。なお、前・後半とも「化学」範囲の理論化学問題演習を行います。

3C1T・3C2T講座No
授業時間 100分×4回×2

社 会

日本史
入試日本史重要テーマ完成講座
歴史上のすべての「できごと」を理解するには、その因果関係の把握が不可欠です。本講
座では覚えるべきポイントをきちんと整理し、同時に実戦演習も行いながら入試対応力
に磨きをかけていきます。講義内容は江戸時代の中期から幕末までの通史です。

3J1K・3J2K講座No
授業時間 100分×4回×2

世界史
入試世界史重要テーマ完成講座
前半は16-18世紀の主権国家体制で個性あふれるヨーロッパの王室について学び、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いでいきます。

3W1K・3W2K講座No
授業時間 100分×4回×2

共通テスト地理K
目指せ! 共通テスト8割以上
できるだけ時間をかけずに本番で8割を超える！そのために、まずは共通テスト地理の基
本性質をレクチャーします。この講座を受講し、夏以降の学習指針にしてください。効率
の良い学習で、本番での高得点は間違いなし！

3G1K講座No
授業時間 80分×4回

オンラインゼミ

数 学

東・京・医 理系数学S
最難関大の過去問攻略
東大・京大および国公立医学部等の最難関大理系志望者が対象のハイレベルな講座で
す。数ⅠA～Ⅲ内容の最高難度の問題を扱い、最難関大に必要な思考力に磨きをかけると
ともに、合格答案を書き下ろす記述力の強化も図ります。

321S・322S講座No
授業時間 160分×3回×2

阪・神・難関国公立大 理系数学TⅡ
「積分法」「複素数平面」の完成
阪大・神大等の難関大理系志望者を対象とする講座です。2次試験で必出である数学Ⅲの
「積分法」および「複素数平面」を扱います。

323T・324T講座No
授業時間 160分×3回×2

阪・神・難関国公立大 理系数学TⅠ
「積分法」「複素数平面」に挑戦せよ
神大・大阪公立大等の国公立や関関同立などの難関私大理系の志望者が対象の講座で
す。2次試験で必出である数学Ⅲの「積分法」および「複素数平面」を扱います。

321T・322T講座No
授業時間 160分×3回×2

京・阪・神 文系数学ST
過去問を徹底的に解読せよ
阪大・神大・大阪公立大等の難関大志望者を対象とする講座です。数ⅠAⅡB内容の難度の
高い問題を扱い、難関大の入試問題を解くために必要な思考力に磨きをかけるととも
に、合格答案を書き下ろす記述力の強化も図ります。

331S講座No
授業時間 120分×4回

有名大 文系数学A
共通テスト&私立文系数学攻略
共通テスト試験で８割以上を目指し、基本事項を確認しつつ、演習を通じて応用力を養成
していく講座です。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し
ます。なお私立大の文系・文理系の問題にも対応いたします。

331A講座No
授業時間 120分×4回

英 語

東・京・医 英語S
最高難度の長文と英作文
東大・京大・医学部医学科を目指す高３生のための講座です。非常に難易度の高い読解問
題（論説文・小説）と英作文（和文英訳）に取り組みます。英文の背景知識（教養）が求めら
れる読解問題を扱う予定。

341S講座No
授業時間 160分×4回

阪・神・難関国公立大 英語TⅡ
長文読解と英作文
阪大・神大・大阪公立大等の難関大志望者が対象の講座です。難度の高い英文解釈問
題を扱います。演習を通じて英作文力のレベルアップも図ります。

342T講座No
授業時間 160分×4回

阪・神・難関国公立大 英語TⅠ
英文読解力と英作文の夏
神大・大阪公立大等の難関国公立大志望者が対象の講座です。入試問題を用いて解法を
習得してもらいます。 また英作文の書き方・取り組み方を紹介します。

341T講座No
授業時間 160分×4回

有名大 英語A
読解に「理論・根拠」を求める夏
大阪公立大・大阪教育大・和歌山大等の国公立大や関関同立などの難関私大の志望者が対象
の講座です。この夏は、英文解釈を通して、文法・語法を整理することで、共通テストや2次長
文において明確な「理論・根拠」を持って正解にたどり着けるような精読力の養成を図ります。

341A講座No
授業時間 160分×4回

物 理

最難関大 物理α
「力学」完成講座
東大や京大、医学部の入試を見据えて、力学の難問が解ける真の力を養うことを目標と
します。「なぜそう解くのか」という明確な理由を示し、正しい考え方を身につけるよう指
導します。また、重心系や角運動量という本質的に難しいテーマも取り上げます。

3P1S・3P2S講座No
授業時間 100分×4回×2

難関大 物理β
「力学」攻略講座
受験生が難しいと感じる保存則の活用や力学の単振動の思考問題の演習を通して、解法
を身につけるとともに、不得意分野の意識を払拭して、受験に対応できる力を養います。
間違いやすい考え方についても吟味し、失敗しない型を身につけるよう指導します。

3P1T・3P2T講座No
授業時間 100分×4回×2

高3生 入試の格言には「夏を制する者は受験を制す」とあります。この夏の成否が現役合格に直結します。
第一志望現役合格を目指して、ぜひ充実した夏を過ごしてください。

受講費用は❹をご確認ください

とは？
能開センターの精鋭講師陣がオンラインを
通じて、最適なカリキュラムと質の高い授業
（双方向）でキミの第一志望校合格を強力に
バックアップします。

詳しくはこちら

オンラインゼミ とは？
能開センターの精鋭講師陣がオンラインを
通じて、最適なカリキュラムと質の高い授業
（双方向）でキミの第一志望校合格を強力に
バックアップします。

詳しくはこちら

オンラインゼミ

●❶

能開で合格を掴み取った先輩たちの受験体験記

「合格 ストーリー」
合格への
秘訣

流

能開の授業を通じて
化学が得意に
なりました

能開では化学の授業を受けていました。高3のときの
授業の課題は難しかったですが、その課題を通じて、深
い思考力を身につけることができました。その結果、高
3の阪大模試の化学では常に高得点をとることができ、
二次試験に自信を持って臨むことができました。同じ志
望校を目指す仲間と一緒に、最後まで諦めず勉強する
環境が能開にはありました。合格できたのは能開のお
かげです。本当にありがとうございました。

大阪大学 医学部医学科
松下 智哉さん〈智辯学園和歌山高校〉

私の性格を
理解してくださる
先生方やチューターさん

どの先生やチューターさんも相談がしやすかったです。
私はなかなか進路が決められなかったのですが、私の
性格をよく理解してくれている先生方が相談にのってく
ださいました。推薦入試を薦めてくださったのも塾の先
生でした。同じ方式で合格されたチューターさんもい
らっしゃって、たくさん話を聞けて助かりました。また先
生方は自己推薦書や小論文の添削や、面接、討論の練
習もしてくださり、そのおかげで合格できたと思います。

大阪公立大学 医学部医学科
村木 鈴奈さん〈天王寺高校〉

大学受験への考え方が
根底から変わりました

能開の一番の特長は、大学受験に対する考えを根底からひっくり返
してくれるところだと思います。教えてくださる先生方や通っている
友人たちは「たかが大学入試、通過点でしょ」といったニュアンスを
ほのめかしてきます。自分たちはそんなレベルでとどまる集団ではな
い、といった風に。僕にとってその言葉は勇気を与えてくれる言葉で
した。自分はこんなにすごい集団の中で勉強しているのだから、合格
しないはずがない、と思わせてくれたのです。能開には感謝しかあり
ません。本当にありがとうございました。

京都大学 経済学部
山根 健翔さん〈清風南海高校〉

能開で部活と勉強の両立が
しっかりできました

私が阪大の二次試験への対応力をつけることができたのは、能開
の授業を受けていたからだと思います。特に英語の授業では問題が
難しくても、解説がとてもわかりやすく、中学生のころからの英語の
苦手意識をなくすことができました。また、個人面談では自分の部
活の忙しさに合わせて勉強のアドバイスをしていただきました。その
おかげで自分に必要な勉強を続けることができ、勉強と部活を両立
することができました。３年間能開に通ってよかったです。ありがとう
ございました。

大阪大学 法学部
辻永 詩歩さん〈奈良高校〉

私は自分で勉強できるタイプではな
いので、塾に行こうと思っていました。
そこで特待制度を活用できる能開セ
ンターを選びました。不純な動機で
選んだ能開センターですが、私が仮
に今特待生でなかったとしても能開
センターを選ぶと思います。なぜな
ら、いい意味で先生方と生徒との距
離が近いからです。友人から聞く他
塾の雰囲気よりも、能開は生徒一人
ひとりを見てくれているように感じま
す。肩肘張らない居心地の良さが能
開の良さだと思います。

京都大学 工学部
圖子 和真さん〈天王寺高校〉

担任のN先生は、模試成績が返って
きた時や、受験勉強で悩んでいる時
など大事な場面で、頻繁に面談をし
てくださいました。面談では、この先
どの教科を優先すべきかとか、その
教科についてやるべきことを具体的
にアドバイスしてくださいました。ま
た受験校や進路で少し悩んでいる
時には多くの選択肢を挙げてくださ
いました。これにより深く悩むことな
く集中して勉強することができ、無
事第一志望に合格することができま
した。本当にありがとうございました。

大阪大学 理学部
安武 大輝さん〈清風高校〉

私は２年の２学期頃から成績が振る
わなくなり志望校の変更を悩むこと
も少なくありませんでした。でも、本
番まではあきらめず、とにかく計画立
てて勉強することを意識しました。模
試結果から自己分析し、優先順位を
つけて週ごと月ごとに計画を立て、効
率よく勉強するのが時間を最大限活
用する上で必須です。点数や判定を
気にしすぎず、着実に得点を上げて
いくことが受験のカギです。計画を
上手に立てられるように習慣づけて
おくとよいと思います。

神戸大学 経済学部
城 公登さん〈奈良高校〉

私は高2の春に能開に入会しました。
そのころ能開で知り合った別の高校
の友人が自習室を利用していると聞
き、私も自習室を利用するようになり
ました。自習室は静かで仕切りもあ
るので、本当に集中して勉強すること
ができました。また一方で勉強が上
手くいかないとき、担任の先生は面
談を通じて、いつ頃までに何をすべき
か、といった具体的なアドバイスをし
てくださいました。精神的にも支えて
いただき、本当にありがとうごさいま
した。

大阪公立大学 工学部
小長谷 真優さん〈近畿大学附属和歌山高校〉

共通テスト明けから二次試験まで、
数学の秦先生に過去問の答案添削
をしていただきました。書き方の良
し悪しだけでなく、どこでつまずい
たか、どんな発想が必要かを丁寧に
指導してもらいました。また返却の
際も毎回総評や大問ごとのアドバイ
スをしてくださり、自分の弱い分野を
より正確に把握し、どの程度理解で
きているかが分かりました。そのお
かげで、二次試験本番では自信を
持って答案を作成することができま
した。

京都大学 薬学部
橋本 美月さん〈智辯学園和歌山高校〉

モチベーションが本当に大事だと思
います。能開に通っていたおかげで
モチベーションが保てたと思います。
僕は家では集中できないので毎日能
開の自習室に通いましたが、自習室
では皆が集中して勉強しているので、
僕も頑張ろうという気持ちになるこ
とができました。友人と一緒に頑
張ったので、さぼることなく毎日継続
的に勉強できました。また疲れたと
きにはリフレッシュルームで休憩する
ことで、コンスタントに頑張ることが
できたと思います。

神戸大学 理学部
畔川 夢叶さん〈桐蔭高校〉

能開は本当にアットホームで勉強が
しやすかったです。集団授業なので
友達もつくりやすく、みんなで高め合
いながら受験に挑むことができまし
た。しんどい時でも、友達が頑張って
いるから自分も負けずに頑張ろうと
思うことができました。先生方も全
力でサポートしてくださり、進路の相
談なども気軽にすることができまし
た。授業もおもしろくて、分かりやす
く、毎回授業を楽しみにしていました。
最後まであきらめずに頑張れてよ
かったです。

大阪公立大学 生活科学部
高須賀 彩乃さん〈奈良学園高校〉

私には一緒に授業を受け、一緒に自
習室で勉強する友達がいました。お
互いに励ましあい、ときには雑談した
り…、そんな切磋琢磨できる友人の
存在があって、苦しい受験勉強を乗
り越えられたと思います。また担任
の先生に模試返却の度に面談してい
ただいたことで、迷わずに進路決定
ができました。さらに和医大推薦対
策講座では、面接練習をしっかり
行っていただいたので、本番の面接
試験で受け答えがスムーズにでき、
合格することができました。

和歌山県立医科大学 医学部医学科
中硲 心優さん〈向陽高校〉

私は毎日学校が終わるとすぐに能開
へ行き、自分のお気に入りの席で勉
強していました。能開の自習室では、
周りの人たちが頑張っている姿に刺
激を受け、また分からない問題が
あった時には、すぐにチューターさん
に質問することができ、長時間集中
して勉強することができました。また
担任の先生には私を精神的にも支え
ていただき、安心して受験勉強に励
むことができました。志望校に導き、
そして支えて下さり本当にありがとう
ございました。

奈良県立医科大学 医学部医学科
前花 香穂さん〈大教大附属高校天王寺校舎〉

私は特色入試も受験しました。試験
は面接と小論文ですが、担任の先生
が小論文対策をしてくださったり、直
前期には面接練習をしてくださりま
した。その結果、試験本番では自信
をもって臨むことができました。また
一般入試で第一志望に合格できた
のも、定期的に指南してくださった先
生のお陰です。特色入試対策と並行
して、一般入試に向けていつまでに
どんな勉強をすればいいのか具体的
に指示してくださって、着実に成績を
伸ばすことができました。

京都大学 農学部
鶴田 奈々さん〈三国丘高校〉

京大・国公立医学科 計21名
阪大・神大・公立大 計33名

国公立大学計149名 私立大学計511名

私立医学科 9名　私立薬学部 26名　計35名

合格！

～和歌山県内　ワオ・コーポレーションの正会員のみの実績です～
２０２2年度 大学入試合格実績



第１志望突破のための最適な環境がここにある！

能開センターの学習環境

快適な教室や自習室
自由な雰囲気を保ちながらも、集中でき、
学習効率をアップさせる空間を提供しま
す。また、食事可能なリフレッシュルームも
充実しています。

入試問題を徹底分析することで、皆さんが正しく問題
を理解し、正確にアウトプットできるよう導きます。ま
た共感できる授業を目指しています。

スーパー講師は授業のプロ

最新の大学情報に精通し、他の教科指導者と連携
を図りながら、生徒一人ひとりに向き合います。学習到
達度に応じて最適な学習プランを作り、合格に向け
一緒に歩みます。

能開の担任は受験のプロ

授業外の時間は、かつて能開で学んだ先輩たちが
しっかりバックアップします。学習内容の質問や、学習
方法・進路の悩みにも気軽に応じてくれる、皆さんの
心強い味方です。

先輩チューターの存在

集合教室

自習室

ICT対応教室

こんな人にお勧めします！
☆短期間に集中して勉強したい!　☆1学期の復習をしっかりしたい!　…etc
※1学期の重要単元を、３日間で完結させる講座です。通常クラス編成とは異なります。中高一貫・高校進学に関係なくご自由に
　ご受講いただけます。

高1生対象：【夏の集中特訓講座】 3日間完結コース

実施日 ８月17日（水）～19日（金）

※日時につきましては予定です。正式には夏期講習講座編成表にてご確認ください。

単　元

18：00～19：20
（80分）8月17日（水）～19日（金）

指数対数
整数の性質

時間帯期　間

●受講費用詳細については、高1夏期講習講座編成表をご覧ください。

数学　１講座あたり　80分×3日間（計240分）　
9,790円（一般費用）　 9,240円（会員・優待費用）

受講費用（税込）

内　容 指数対数 … 主として中高一貫向け
整数の性質 … 主として高校進学向け

２学期は重要テーマが目白押し、この時期の成否が、実は大学入試に直結しているのです。既習内容をさらに深化
させ真の実力をつけ、また未習内容をしっかり先取りして、有意義な２学期を送れるよう準備しましょう。高1生

英 語

東・京・医 英語HS 中高一貫生対象講座
読解攻略英語
東大・京大・医学部医学科を目指す高１生のための講座です。夏期講座では「比較」を扱い
ます。 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いま
す。 なお読解問題も扱う予定です。

141H講座No
授業時間 120分×3回

最難関大 英語S
読解攻略英語
東大・京大・阪大等の最難関大以上を目指す人が対象の講座です。この夏は、文法につい
ては「準動詞」「関係詞」の発展レベルの完成を図ります。また構文解析にも着手し、長文
読解につなげていきます。

141S講座No
授業時間 90分×4回

難関大 英語T
文法攻略英語 
阪大・神大・大阪公立大等の難関大以上を目指す人が対象の講座です。この夏は、文法に
ついては「準動詞」「関係詞」の標準レベルの完成を図ります。また構文解析にも着手し、長
文読解につなげていきます。

141T講座No
授業時間 90分×4回

有名大 英語A
基礎からの英文法
和大・大教大等の国公立大や、関関同立大等の難関私立大を目指す人が対象の講座で
す。この夏は、基本～標準レベルの重要事項を整理し、また演習・解説を通じて、文法の完
成を図ります。

141A講座No
授業時間 90分×4回

数 学

東・京・医 数学HS 中高一貫生対象講座
数列完成数学
東大・京大・国公立医学部医学科等の最難関大を目指す中高一貫生が対象のハイレベル
な講座です。この夏は「数列」の各テーマをマスターすると同時に、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」の養成を図ります。

121S・122S講座No
授業時間 120分×3回×2

数 学

最難関大 数学S
2次関数・場合の数・確率 マスター数学
東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大を目指す人が対象のハイレベルな講座です。
この夏は「2次関数」「場合の数・確率」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、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」の養成を図ります。

111S・112S講座No
授業時間 90分×4回×2

難関大 数学T
2次関数・場合の数・確率 完成数学
阪大・神大・大阪公立大等の難関大以上を目指す人が対象の講座です。この夏は「2次関
数」「場合の数・確率」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、実戦演習を行
い、難関大受験に必要となる思考力の養成を図ります。

111T・112T講座No
授業時間 90分×4回×2

有名大 数学A
2次関数・場合の数・確率 攻略数学
和大・大教大等の国公立大や、関関同立大等の難関私立大を目指す人が対象の講座で
す。この夏は「2次関数」「場合の数・確率」に焦点を当てて、各テーマの重要事項の理解を
図ります。また基本問題の演習を通じて思考力の養成を図ります。

111A・112A講座No
授業時間 90分×4回×2

難関大 数学HT 中高一貫生対象講座
数列攻略数学
阪大・神大・大阪公立大等の難関大を目指す中高一貫生が対象の講座です。この夏は「数
列」の各テーマをマスターすると同時に、実戦演習を行い、難関大受験に必要となる思考
力の養成を図ります。

121T・122T講座No
授業時間 120分×3回×2

難関 国語ST
ハイレベル国語
この夏では、現代文の読解法を学習します。一年生の早い時期から身に付けておいて欲し
い内容となります。自分一人では中々勉強しにくい部分を授業を通して丁寧に解説するこ
とから始めます。

171T講座No
授業時間 80分×4回

オンラインゼミ

国 語

●❸

英 語

最難関大 英語S
最難関大の長文読解と英作文
東大・京大・医学部医学科を目指す高２生のための講座です。難易度の高い読解問題（論
説文・エッセイ文）と英作文（和文英訳）に取り組みます。最難関大突破に必要な思考を要
する問題、正確に読み書きすることを要する問題を扱います。

241S講座No
授業時間 120分×3回

難関大 英語TⅡ
難関大の長文読解と英文法
阪大・神大・大阪公立大の現役合格を目指す人が対象の講座です。この夏は長文読解問
題と英文法の復習を通して実力を高めていきます。

242T講座No
授業時間 90分×4回

難関大 英語TⅠ
【難関大】長文読解と英文法 
神大・大阪公立大の現役合格を目指す人が対象の講座です。この夏は英文法の復習を通
して長文読解問題の実力を高めていきます。

241T講座No
授業時間 90分×4回

有名大 英語A
読解のための英文法
和大・大教大等の国公立大や、関関同立大等の難関私立大を目指す人が対象の講座で
す。この夏は構文・文法の学習から英文読解の足がかりを作っていきます。

241A講座No
授業時間 90分×4回

化 学

最難関大 化学α
「酸化還元」入試完成講座
最難関大の受験を見据えて、２年生段階から化学の実力養成を図る講座です。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たうえで、「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っていきます。

2C1S講座No
授業時間 100分×4回

難関大 化学β
「酸化還元」攻略講座
難関大の受験を見据えて、２年生段階から化学の実力養成を図る講座です。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たうえで、「酸化
還元」についての基礎理論の定着を図っていきます。

2C1T講座No
授業時間 100分×4回

数 学

東・京・医 理系数学HS 中高一貫生対象講座
「微分（数Ⅲ）」完成数学
東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大理系を目指す中高一貫生が対象のハイレベル
な講座です。この夏は数学Ⅲの「微分法」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、随時、
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」の養成を図ります。

221S・222S講座No
授業時間 120分×3回×2

難関大 理系数学HT 中高一貫生対象講座
「微分（数Ⅲ）」攻略数学
阪大・神大・大阪公立大等の難関大理系を目指す中高一貫生が対象のハイレベルな講座で
す。この夏は数学Ⅲの「微分法」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、随時、応
用問題の実戦演習を行い、難関大受験に必要となる「思考力」・「記述力」の養成を図ります。

221T・222T講座No
授業時間 120分×3回×2

最難関大 数学S
「平面ベクトル」マスター数学
東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大を目指す人が対象のハイレベルな講
座です。この夏は数学Bの「ベクトル」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、
随時、応用問題の実戦演習を行い、思考力の養成を図ります。

211S・212S講座No
授業時間 90分×4回×2

難関大 数学T
「平面ベクトル」完成数学
阪大・神大・大阪公立大等の難関大以上を目指す人が対象の講座です。この夏は数学Bの
「ベクトル」に焦点を当てて、各テーマの重要事項の理解を図ります。また標準問題の演
習を通じて思考力の養成を図ります。

211T・212T講座No
授業時間 90分×4回×2

有名大 数学A
「平面ベクトル」攻略数学
和大・大教大等の国公立大や、関関同立大等の難関私立大を目指す人が対象の講座で
す。この夏は数学Bの「ベクトル」に焦点を当てて、各テーマの重要事項の理解を図りま
す。また基本問題の演習を通じて思考力の養成を図ります。

211A・212A講座No
授業時間 90分×4回×2

最難関大 物理α
「単振動・熱力学」攻略講座
単振動、熱力学の分野の問題を扱い、ベースとなる考えをしっかり理解して、「なぜそう
解くのか」という理由を示し、思考を明確にして、最難関大学の思考問題にも対応できる
力を培います。

2P1S講座No
授業時間 100分×4回

難関大 物理β
「力のモーメント」「運動量と力積」攻略講座
力のモーメントの応用問題、運動量と力積、運動量保存則など、「物理」の分野の攻略講座
です。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います。

2P1T講座No
授業時間 100分×4回

物 理

高2生 高２の夏は高校生活の折り返し地点、まさに大学受験に向けての始動の時期です。既習内容をさらに深化
させ真の実力をつけ、また未習内容をしっかり先取りして、２学期からの後半戦に備えてください。

国 語

難関国公立大 国語
【東・京・阪・神・大阪公立大】対策国語
東大・京大・阪大・神大等、難関国公立大の2次試験で問われる記述力を養成する講座で
す。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
学びます。2日目から予習必須です。

271S講座No
授業時間 80分×4回

国語総合
【共通テスト・私大】対策国語
大学入学共通テストや私立大学入試で高得点を目指す人が対象の講座です。現代文の
演習・解説を通じて、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
の仕方を習得します。2日目から予習必須です。

271T講座No
授業時間 80分×4回

大学入試の国語の攻略において、一番難しいのが「古文」です。キャッチアップ古文では、事前
に古文文法チェックテスト(古文実力テスト）を行い、どこが分かっていないかを認識した上で、
３日間の特別授業を受講していただきます。高３生になってからでは古文に多くの時間は割け
ません。高２の今から少しずつ苦手な古文を克服していきましょう。ぜひ受講してください。

参加無料キャッチアップ古文　 御前先生

古文実力テスト

特別授業

19：00～19：407月11日（月）

古文実力テスト（40分）を受ける
授業の流れ

能開センターからテスト結果の報告

3日間の特別授業へ
テーマ：敬語・助動詞の総復習

19：30～20：503日間
8月1日（月）～3日（水）

※この日程で都合がつかない場合は、ご連絡ください。
　振替日を決定いたします。

●❷



第１志望突破のための最適な環境がここにある！

能開センターの学習環境

快適な教室や自習室
自由な雰囲気を保ちながらも、集中でき、
学習効率をアップさせる空間を提供しま
す。また、食事可能なリフレッシュルームも
充実しています。

入試問題を徹底分析することで、皆さんが正しく問題
を理解し、正確にアウトプットできるよう導きます。ま
た共感できる授業を目指しています。

スーパー講師は授業のプロ

最新の大学情報に精通し、他の教科指導者と連携
を図りながら、生徒一人ひとりに向き合います。学習到
達度に応じて最適な学習プランを作り、合格に向け
一緒に歩みます。

能開の担任は受験のプロ

授業外の時間は、かつて能開で学んだ先輩たちが
しっかりバックアップします。学習内容の質問や、学習
方法・進路の悩みにも気軽に応じてくれる、皆さんの
心強い味方です。

先輩チューターの存在

集合教室

自習室

ICT対応教室

こんな人にお勧めします！
☆短期間に集中して勉強したい!　☆1学期の復習をしっかりしたい!　…etc
※1学期の重要単元を、３日間で完結させる講座です。通常クラス編成とは異なります。中高一貫・高校進学に関係なくご自由に
　ご受講いただけます。

高1生対象：【夏の集中特訓講座】 3日間完結コース

実施日 ８月17日（水）～19日（金）

※日時につきましては予定です。正式には夏期講習講座編成表にてご確認ください。

単　元

18：00～19：20
（80分）8月17日（水）～19日（金）

指数対数
整数の性質

時間帯期　間

●受講費用詳細については、高1夏期講習講座編成表をご覧ください。

数学　１講座あたり　80分×3日間（計240分）　
9,790円（一般費用）　 9,240円（会員・優待費用）

受講費用（税込）

内　容 指数対数 … 主として中高一貫向け
整数の性質 … 主として高校進学向け

２学期は重要テーマが目白押し、この時期の成否が、実は大学入試に直結しているのです。既習内容をさらに深化
させ真の実力をつけ、また未習内容をしっかり先取りして、有意義な２学期を送れるよう準備しましょう。高1生

英 語

東・京・医 英語HS 中高一貫生対象講座
読解攻略英語
東大・京大・医学部医学科を目指す高１生のための講座です。夏期講座では「比較」を扱い
ます。 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いま
す。 なお読解問題も扱う予定です。

141H講座No
授業時間 120分×3回

最難関大 英語S
読解攻略英語
東大・京大・阪大等の最難関大以上を目指す人が対象の講座です。この夏は、文法につい
ては「準動詞」「関係詞」の発展レベルの完成を図ります。また構文解析にも着手し、長文
読解につなげていきます。

141S講座No
授業時間 90分×4回

難関大 英語T
文法攻略英語 
阪大・神大・大阪公立大等の難関大以上を目指す人が対象の講座です。この夏は、文法に
ついては「準動詞」「関係詞」の標準レベルの完成を図ります。また構文解析にも着手し、長
文読解につなげていきます。

141T講座No
授業時間 90分×4回

有名大 英語A
基礎からの英文法
和大・大教大等の国公立大や、関関同立大等の難関私立大を目指す人が対象の講座で
す。この夏は、基本～標準レベルの重要事項を整理し、また演習・解説を通じて、文法の完
成を図ります。

141A講座No
授業時間 90分×4回

数 学

東・京・医 数学HS 中高一貫生対象講座
数列完成数学
東大・京大・国公立医学部医学科等の最難関大を目指す中高一貫生が対象のハイレベル
な講座です。この夏は「数列」の各テーマをマスターすると同時に、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」の養成を図ります。

121S・122S講座No
授業時間 120分×3回×2

数 学

最難関大 数学S
2次関数・場合の数・確率 マスター数学
東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大を目指す人が対象のハイレベルな講座です。
この夏は「2次関数」「場合の数・確率」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、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」の養成を図ります。

111S・112S講座No
授業時間 90分×4回×2

難関大 数学T
2次関数・場合の数・確率 完成数学
阪大・神大・大阪公立大等の難関大以上を目指す人が対象の講座です。この夏は「2次関
数」「場合の数・確率」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、実戦演習を行
い、難関大受験に必要となる思考力の養成を図ります。

111T・112T講座No
授業時間 90分×4回×2

有名大 数学A
2次関数・場合の数・確率 攻略数学
和大・大教大等の国公立大や、関関同立大等の難関私立大を目指す人が対象の講座で
す。この夏は「2次関数」「場合の数・確率」に焦点を当てて、各テーマの重要事項の理解を
図ります。また基本問題の演習を通じて思考力の養成を図ります。

111A・112A講座No
授業時間 90分×4回×2

難関大 数学HT 中高一貫生対象講座
数列攻略数学
阪大・神大・大阪公立大等の難関大を目指す中高一貫生が対象の講座です。この夏は「数
列」の各テーマをマスターすると同時に、実戦演習を行い、難関大受験に必要となる思考
力の養成を図ります。

121T・122T講座No
授業時間 120分×3回×2

難関 国語ST
ハイレベル国語
この夏では、現代文の読解法を学習します。一年生の早い時期から身に付けておいて欲し
い内容となります。自分一人では中々勉強しにくい部分を授業を通して丁寧に解説するこ
とから始めます。

171T講座No
授業時間 80分×4回

オンラインゼミ

国 語

●❸

英 語

最難関大 英語S
最難関大の長文読解と英作文
東大・京大・医学部医学科を目指す高２生のための講座です。難易度の高い読解問題（論
説文・エッセイ文）と英作文（和文英訳）に取り組みます。最難関大突破に必要な思考を要
する問題、正確に読み書きすることを要する問題を扱います。

241S講座No
授業時間 120分×3回

難関大 英語TⅡ
難関大の長文読解と英文法
阪大・神大・大阪公立大の現役合格を目指す人が対象の講座です。この夏は長文読解問
題と英文法の復習を通して実力を高めていきます。

242T講座No
授業時間 90分×4回

難関大 英語TⅠ
【難関大】長文読解と英文法 
神大・大阪公立大の現役合格を目指す人が対象の講座です。この夏は英文法の復習を通
して長文読解問題の実力を高めていきます。

241T講座No
授業時間 90分×4回

有名大 英語A
読解のための英文法
和大・大教大等の国公立大や、関関同立大等の難関私立大を目指す人が対象の講座で
す。この夏は構文・文法の学習から英文読解の足がかりを作っていきます。

241A講座No
授業時間 90分×4回

化 学

最難関大 化学α
「酸化還元」入試完成講座
最難関大の受験を見据えて、２年生段階から化学の実力養成を図る講座です。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たうえで、「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っていきます。

2C1S講座No
授業時間 100分×4回

難関大 化学β
「酸化還元」攻略講座
難関大の受験を見据えて、２年生段階から化学の実力養成を図る講座です。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たうえで、「酸化
還元」についての基礎理論の定着を図っていきます。

2C1T講座No
授業時間 100分×4回

数 学

東・京・医 理系数学HS 中高一貫生対象講座
「微分（数Ⅲ）」完成数学
東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大理系を目指す中高一貫生が対象のハイレベル
な講座です。この夏は数学Ⅲの「微分法」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、随時、
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」の養成を図ります。

221S・222S講座No
授業時間 120分×3回×2

難関大 理系数学HT 中高一貫生対象講座
「微分（数Ⅲ）」攻略数学
阪大・神大・大阪公立大等の難関大理系を目指す中高一貫生が対象のハイレベルな講座で
す。この夏は数学Ⅲの「微分法」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、随時、応
用問題の実戦演習を行い、難関大受験に必要となる「思考力」・「記述力」の養成を図ります。

221T・222T講座No
授業時間 120分×3回×2

最難関大 数学S
「平面ベクトル」マスター数学
東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大を目指す人が対象のハイレベルな講
座です。この夏は数学Bの「ベクトル」に焦点を当てて、各テーマをマスターすると同時に、
随時、応用問題の実戦演習を行い、思考力の養成を図ります。

211S・212S講座No
授業時間 90分×4回×2

難関大 数学T
「平面ベクトル」完成数学
阪大・神大・大阪公立大等の難関大以上を目指す人が対象の講座です。この夏は数学Bの
「ベクトル」に焦点を当てて、各テーマの重要事項の理解を図ります。また標準問題の演
習を通じて思考力の養成を図ります。

211T・212T講座No
授業時間 90分×4回×2

有名大 数学A
「平面ベクトル」攻略数学
和大・大教大等の国公立大や、関関同立大等の難関私立大を目指す人が対象の講座で
す。この夏は数学Bの「ベクトル」に焦点を当てて、各テーマの重要事項の理解を図りま
す。また基本問題の演習を通じて思考力の養成を図ります。

211A・212A講座No
授業時間 90分×4回×2

最難関大 物理α
「単振動・熱力学」攻略講座
単振動、熱力学の分野の問題を扱い、ベースとなる考えをしっかり理解して、「なぜそう
解くのか」という理由を示し、思考を明確にして、最難関大学の思考問題にも対応できる
力を培います。

2P1S講座No
授業時間 100分×4回

難関大 物理β
「力のモーメント」「運動量と力積」攻略講座
力のモーメントの応用問題、運動量と力積、運動量保存則など、「物理」の分野の攻略講座
です。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います。

2P1T講座No
授業時間 100分×4回

物 理

高2生 高２の夏は高校生活の折り返し地点、まさに大学受験に向けての始動の時期です。既習内容をさらに深化
させ真の実力をつけ、また未習内容をしっかり先取りして、２学期からの後半戦に備えてください。

国 語

難関国公立大 国語
【東・京・阪・神・大阪公立大】対策国語
東大・京大・阪大・神大等、難関国公立大の2次試験で問われる記述力を養成する講座で
す。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
学びます。2日目から予習必須です。

271S講座No
授業時間 80分×4回

国語総合
【共通テスト・私大】対策国語
大学入学共通テストや私立大学入試で高得点を目指す人が対象の講座です。現代文の
演習・解説を通じて、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
の仕方を習得します。2日目から予習必須です。

271T講座No
授業時間 80分×4回

大学入試の国語の攻略において、一番難しいのが「古文」です。キャッチアップ古文では、事前
に古文文法チェックテスト(古文実力テスト）を行い、どこが分かっていないかを認識した上で、
３日間の特別授業を受講していただきます。高３生になってからでは古文に多くの時間は割け
ません。高２の今から少しずつ苦手な古文を克服していきましょう。ぜひ受講してください。

参加無料キャッチアップ古文　 御前先生

古文実力テスト

特別授業

19：00～19：407月11日（月）

古文実力テスト（40分）を受ける
授業の流れ

能開センターからテスト結果の報告

3日間の特別授業へ
テーマ：敬語・助動詞の総復習

19：30～20：503日間
8月1日（月）～3日（水）

※この日程で都合がつかない場合は、ご連絡ください。
　振替日を決定いたします。

●❷




