
橋本校　大学受験コース　

2019.3.7現在 

4～3月

4～3月

4～3月

4～3月

4～3月

4～3月

4～3月

　

講座内容

15：30～16:50 80分 8～12月

　＜形式＞　ライブ＝ライブゼミ　　　　  映像＝映像ゼミ（全国に配信されるスーパー講師による映像授業）　※上記以外の日程での受講も可能です。
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科目 講座№ 形式 講座名称

土 15：30～17:30 120分 4～12月

3Ｇ1T 映像  センター地理 4-8
センター試験で９割以上を目指し，２次試験の論述・関
関同立大などの難関大志望者が対象の講座。

土

社会

3J1T 映像  燃える日本史 4-8
センター試験で９割以上を目指し，２次試験の論述・関
関同立大などの難関大志望者が対象の講座。

4～12月

3P1T 映像 難関大物理 6-8 国公立大・難関私大への現役合格を目指す。 土 18：00～19:40 100分 4～12月

理科

3C1T 映像 難関大化学 6-8 国公立大・難関私大への現役合格を目指す。 土 18：00～19:40 100分

4～12月

国語 371C 映像 センター国語 4-6
センター試験で８割以上を目指し，現代文の論理的な読
解法や，選択肢の判別法を体得する講座。

土 19:50～21:20 100分 4～12月

数学

321T 映像 難関大理系数学 6-8
難関国公立大・難関私大への現役合格を目指す。
理系数学講座

火 18:40～21:20 160分

4～1月

311T ライブ 難関大数学ⅠAⅡB 6-8
難関国公立大・難関私大への現役合格を目指す。
数ⅠAⅡB講座

月 19:20～21:20 120分 4～12月

311AⅠ 映像 センター数学ⅠA 4-6 センター試験で８割以上の得点を目指す。 火 18:30～20:00 80分

311AⅡ 映像 センター数学ⅡB 4-6 センター試験で８割以上の得点を目指す。 火 20:00～21:20 80分 4～1月

曜日 時間帯
週あたり
の時間

開講
時期

英語

341A 映像 センター英語 4-6 センター試験で8割以上の得点を目指す。 水 20:00～21:20 80分 4～1月

341T 映像 難関大英語 6-8 難関国公立大・難関私大への現役合格を目指す。 水 18:40～21:20 160分 4～12月

レベル

120分 4～3月

2P1S 映像  最難関大　物理 6-9 国公立大・難関私大（理系）への現役合格を目指す 土 16：20～18:00 100分

理科

2C1S 映像  最難関大　化学 6-9 国公立大・難関私大（理系）への現役合格を目指す 土 16：00～18:00

4～3月

4～9月

国語 271C 映像  国語総合 4-8 国公立大・難関私大への現役合格を目指す 土 18:30～19:50

数学

80分 4～3月

80分

月 19:20～21:20 120分

211S 映像 スーパー数学総合 6-8
難関国公立大・難関私大への現役合格を目指す。
※10月以降は数Ⅲか数ⅠA・ⅡBに分かれます。

火 18:40～21:20

211A ライブ 橋本高対応数学 4-6
橋本高対応
国公立大・難関私大への現役合格を目指す。

160分

英語

241A ライブ 橋本高対応英語 4-6
橋本高対応
国公立大・難関私大への現役合格を目指す。

木 19:20～21:20 120分

241TR 映像 ハイレベル英語/読解 6-8 難関国公立大・難関私大への現役合格を目指す。 水 18:30～19:50 80分

241TG 映像 ハイレベル英語/文法 6-8 難関国公立大・難関私大への現役合格を目指す。 水 20:00～21:20
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科目 講座№ 形式 講座名称 レベル 講座内容 曜日 時間帯
週あたり
の時間

開講
時期

4～3月

国語 171T 映像 ハイレベル国語 6-8 国公立大・難関私大への現役合格を目指す。 土 20:00～21:20 80分 4～3月

数学

１１１A ライブ 橋本高対応数学 4-6
橋本高対応
国公立大・難関私大への現役合格を目指す。

木 19:20～21:20 120分

111T 映像 スーパー数学総合 6-8 難関国公立大・難関私大への現役合格を目指す。 火 19:20～21:20 120分

英語

141A ライブ 橋本高対応英語 4-6
橋本高対応
国公立大・難関私大への現役合格を目指す。

月 19:20～21:20 120分

141T 映像 スタンダード英語 6-8 国公立大・難関私大への現役合格を目指す。 水 19:20～21:20 120分

【和歌山県】

2019年度　クラス編成表
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科目 講座№ 形式 講座名称 レベル 講座内容 曜日 時間帯
週あたり
の時間

開講
時期

橋本校
▼Webサイト

能開 高校部 検索受付時間 月～土 14:00～20:00

▼お問い合わせ・お申し込みはコチラから大学受験コース


