
天王寺校 06-6630-7455
貝塚校 072-437-3101

東・京・医英語Ｓ ～

阪・神・市英語Ｔ ～

有名大英語Ａ ～

～

～

～

～ ○

～ ○

東大・京大国語 ～

難関国公立大国語 ～

共通テスト対策国語 ～

東・京・医化学α ～

阪・神・市化学β ～

東・京・医物理α ～

映像ゼミ／阪・神・市物理β ～

地理 映像ゼミ／地理 ～

日本史 日本史 ～

※受講人数によっては開講しない場合があります。ご了承ください。 2021/3/15段階
※文理系志望者は原則として理系に準じるものとします。詳しくは担当の先生と相談してください。

4月

100分 4月

3J1C 120分 4月

12月

◎

○

12月 最難関大入試の合否を左右する物理について、合格のための応用力養成を図る講座。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っていく。

物理
3P1S

3PNT 120分

(曜日・時間が変更になる場合があります)

◎ ○ 木曜日 19:00～21:00大学入学共通テスト・私大入試に必要な日本史力を強化する講座。政治・外交・経済・文化を中心とした日本史通史を、時代背景や各々
の出来事の関連性を意識して解説し、覚えるべきポイントを整理する。同時に実戦演習も行い、入試対応力に磨きをかけていく。

12月
難関大入試の合否を左右する物理について、合格のための応用力養成を図る講座。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じて実戦力の強化を図っていく。
なお本講座は新形式のオンラインゼミ(スタジオ収録型)として配信される。

17:40～19:20

水曜日

各自で受講

社会

理科

3GNC 80分 8月

12月

◎

19:40～21:20難関大入試の合否を左右する化学について、合格のための応用力養成を図る講座。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じて実戦力の強化を図っていく。

水曜日 19:40～21:20

◎

各自で受講大学入学共通テストに必要な地理力を強化する講座。地理に必要な基本知識の正確な理解と地理的思考を重視して授業を展開する。頻
出基本事項を網羅し、それを使って問題が解けるように、地理的思考力を養成していく。

◎

◎ 水曜日

3C1T 100分 4月 12月
化学

3C1S 100分 4月 東大・京大・国最難関大入試の合否を左右する化学について、合格のための応用力養成を図る講座。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っていく。12月

◎ ◎ 土曜日 19:40～21:20

371C 100分 4月 12月

東大・京大・一橋大等の最難関大志望者が対象の記述力養成講座。現代文・古文・漢文全て扱い、高難度の文章を用いた演習・解説を
通じて、正しい読解法や合格答案の書き方を習得する。また毎回添削を行うことによって、自分の答案を客観的に見つめる力を養う。

国語 総合

371S 100分 4月 12月

371T 160分 4月

17:10～19:10

有名大数学ⅠＡⅡＢ-Ａ 331A 120分 4月 12月

18:30～21:20

文系・文理系
対策

（数ⅡBまで)

京・阪・神・市数学ⅠＡⅡＢ-ＳＴ 33ST 120分 4月

◎ 土曜日 17:10～19:10

◎

160分

大学入学共通テストで８割以上を目指す人が対象の講座。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。
なお、秋以降は「テストゼミ(演習・解説)」の形態で、時間配分を体得するとともに、実戦力を強化していく。

阪大・神大・市大・府大等の国公立大、および難関私立大の理系志望者が対象の講座。数ⅠＡ～Ⅲ内容の標準レベルの標準～応用問
題を中心に扱い、合格に必要な思考力を養うとともに記述力の強化も図っていく。なお、夏までは数Ⅲ内容を中心に扱い、また秋以降は「テス
トゼミ(演習・解説)」の形態で実戦力・解答作成力の強化も図る。

京大・阪大・神大・市大等の難関大文系志望者が対象の講座。数ⅠＡⅡＢの標準～応用レベルの典型問題を扱い、演習・解説を通じて
思考力や記述力を養っていくことを主眼とする。なお、秋以降は「テストゼミ(演習・解説)」の形態で実戦力・解答作成力の強化も図る。

4月

火曜日

土曜日

18:30～21:20

12月

火曜日 18:30～21:20

◎

◎ 火曜日12月
中高一貫生を対象とした、東大・京大および国公立大医学部医学科等の最難関大理系志望者向けのハイレベルな講座。数ⅠＡ～Ⅲ内容
の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、合格解答を書き下ろす記述力の強化も図っていく。
なお、秋以降は「テストゼミ(演習・解説)」の形態をとり、実戦力・解答作成力の更なる強化も図る。

12月

◎ 月曜日

東大・京大・(阪大)・医学部医学科等の最難関大理系志望者が対象の講座。数ⅠＡ～Ⅲ内容の応用～発展レベルの問題を扱い、合格
に必要な思考力に磨きをかけるとともに、合格解答を書き下ろす記述力の強化も図っていく。なお、夏までは数Ⅲ内容を中心に扱い、また秋以
降は「テストゼミ(演習・解説)」の形態で実戦力・解答作成力の強化も図る。

◎

◎

18:30～21:20◎

月曜日 18:30～21:20阪大・神大・市大・府大等の難関大志望者が対象の講座。難度の高い⾧文読解問題を扱い読解力に磨きをかけるとともに、演習を通じて英
作文力のレベルアップも図っていく。また、速読・リスニング演習を通じて共通テストや各種検定試験にも通用する英語力を養成する。

数学

理系対策
（数Ⅲ含む)

東・京・医理系数学ＨＳ
　　　(中高一貫生対象講座)

32HS 160分

341A 160分

東・京・医理系数学 Ｓ

160分

321S

4月 12月
府大・大教大等の国公立大や関関同立大などの難関私大の志望者が対象の講座。文法・語法や構文に関して総整理を図るとともに、英文
解釈問題を扱い英文解釈力に磨きをかけ、英語総合力の向上を図る。また、速読・リスニング演習を通じて共通テストや各種検定試験にも通
用する英語力を養成する。

4月

18:30～21:20

341T 160分 4月 12月 ◎

4月 12月
東大・京大および国公立医学部医学科等の最難関大志望者が対象のハイレベルな講座。高難度の⾧文読解問題を扱い最難関大に必要
な記述力に磨きをかけるとともに、演習を通じて英作文の完成度を高め、総合的な英語力の強化も図っていく。また、速読・リスニング演習を通
じて共通テストや各種検定試験にも通用する英語力を養成する。

◎ ◎ 月曜日

授業曜日・時間帯
(変更になる場合があります) ◎：推薦

 ○：受講可能
科目 講座名称 講座コード 週時間 開講時期 受講のポイント

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ生徒個人面談を実施し、受講講座を決定していきます。

高３生 文系・理系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。
詳しくは生徒個人面談にて決定します。

文系 理系

英語 総合

341S 160分

12月

12月

阪・神・市理系数学 ＴＡ 321T

阪大・神大・市大などの難関大志望者が対象の記述力養成講座。１学期は現代文・古文の読解法と合格答案の書き方を学び、２学期か
らは志望大学の入試問題を用いて実戦力を強化していく。また、毎回添削を行い、自分の答案を客観的に見つめる力を養う。

4月

◎ 〇 金曜日 18:30～21:20

大学入学共通テストや私大文系入試で高得点を目指す人が対象の講座。現代文では、評論・小説に加え、共通テストで取り上げられる実
用的文章なども用いながら、正しい読解法や、選択肢の選び方を習する。また、古文・漢文については、文法・句形を確認しつつ読解を行い、
得点力アップを図る。

◎ ◎ 金曜日 19:40～21:20
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国語 総合 ～

化学 ～

物理 ～

最難関大英語Ｓ ～

難関大英語Ｔ ～

有名大英語Ａ ～

～

～

～

～

～

国語 総合 ～

※受講人数によっては開講しない場合があります。ご了承ください。 2021/3/15段階
※文理系志望者は原則として理系に準じるものとします。詳しくは担任の先生と相談してください。 (曜日・時間が変更になる場合があります)

3月 府大や大阪教育大などの国公立大や、関関同立等の難関私立大を志望する人が対象の講座。
数学ⅠＡⅡＢ各テーマの標準レベルの演習・解説を行い、典型問題への対応力を強化する。 ◎ ◎ 月曜日 19:20～21:20

最難関大・難関大を志望する人が対象の講座。
センスに頼らず問題を解くコツを教える。豊富な知識と解法術を伝授して、皆さんの中に眠る国語への興味を一気に開花させる。 ◎ ◎

阪大・神大・市大等の難関大以上を志望する人が対象の講座。
数学ⅠＡⅡＢ各テーマの基本を押さえつつ、応用問題の演習・解説を通じて難関大合格に必要な「思考力」の育成も図る。 ◎ ◎ 月曜日 19:20～21:20

有名大数学Ａ
府大・大教大・和大

関学大・立命館大・関西大
111A 120分 4月

難関大数学Ｔ
阪大・神大・市大
同志社大

111T 120分 4月 3月

3月 東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大を志望する人が対象のハイレベルな講座。
数学ⅠＡⅡＢ各テーマの応用問題を中心に高難度の演習・解説を行い、最難関大合格に必要となる「思考力」・「記述力」の育成を図る。 ◎ ◎ 月曜日 19:20～21:20

（京大）・阪大・神大等の難関大を志望する中高一貫国私立高生が対象の講座。
数学ⅠＡⅡBをマスターすると同時に、随時実戦演習を行い、難関大合格に必要となる「思考力」・「記述力」の育成を図る。 ◎ ◎ 土曜日 19:30～21:30

最難関大数学Ｓ
東大・京大

国公立医学部医学科
111S 120分 4月

◎ ◎ 土曜日 19:30～21:30

難関大数学ＨＴ　　 　(中高一貫生対象講座)
京大・阪大・神大

国公立医学部医学科
11HT 120分 4月 3月

19:20～21:20

数学 総合

最難関大数学ＨＳ     (中高一貫生対象講座)
東大・京大

国公立医学部医学科
11HS 120分 4月 3月 東大・京大・国公立医学部医学科等の最難関大を志望する中高一貫国私立高生が対象のハイレベルな講座。

数学ⅠＡⅡBをマスターすると同時に、随時、実戦演習を行い、最難関大合格に必要となる「思考力」・「記述力」の育成を図る。

19:20～21:20

府大・大教大・和大
関学大・立命館大・関西大

141A 120分 4月 3月 府大や大教大などの国公立大や、関関同立大等の難関私立大を志望する人が対象の講座。文法・語法や構文を完成させることを目標とす
る。また、速読・リスニング演習を通じて共通テストや各種検定試験にも通用する英語力を養成する。 ◎ ◎ 水曜日

19:20～21:20

阪大・神大・市大
同志社大

141T 120分 4月 3月 阪大・神大・市大・府大等の難関大以上を志望する人が対象の講座。応用レベルを含めた英文法の完成を図る。また英文解釈にも着手し、簡
単な⾧文読解や英作文につなげていく。また、速読・リスニング演習を通じて共通テストや各種検定試験にも通用する英語力を養成する。 ◎ ◎ 水曜日

4月 3月
東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大を志望する人が対象のハイレベルな講座。英文法を早期に完成させ、２学期以降は本格
的な英文解釈に取り組み、⾧文読解や英作文にも挑戦していく。また、速読・リスニング演習を通じて共通テストや各種検定試験にも通用する
英語力を養成する。

◎ ◎ 水曜日

主な志望大レベル 講座コード 週時間 開講時期 受講のポイント

英語 総合

東大・京大
国公立医学部医学科

141S 120分

水曜日 17:40～19:20

高1生 文系・理系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。
詳しくは生徒個人面談にて決定します。

文系 理系
授業曜日・時間帯
(変更になる場合があります) ◎：推薦

 ○：受講可能科目 講座名称

19:40～21:20

最難関大物理α
東大・京大・阪大

国公立医学部医学科
2P1Ｓ 100分 4月 3月 最難関大・難関大の受験を見据えて、2年生段階から物理の実力養成を図る講座。物理公式の導出は言うに及ばず、物理体系全般を常に

意識しながら、標準～発展レベルの問題演習を通じて応用力の強化を図っていく。
◎

4月 3月 最難関大・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。化学を理解するうえで重要な「なぜそうなるのか」ということ
を意識しながら、標準～発展レベルの問題演習を通じて応用力の強化を図っていく。

◎ 水曜日
理科

最難関大化学α
東大・京大・医学部医学科
阪大・神大・市大・府大

2C1Ｓ 100分

3月 大学入学共通テストで高得点を目指す人のための講座。１学期は現代文を扱い、２学期以降は古文・漢文も扱う。現代文では、文章の正し
い読解法や背景知識を学び、読解の基礎を固める。また古文・漢文では、単語・文法・句形を活用した読み方や古文常識を学ぶ。

◎ ○ 土曜日 18:00～19:20国語総合 国公立大・難関私立大 271C 80分 4月

3月 府大や大阪教育大などの国公立大や、関関同立等の難関私立大を志望する人が対象の講座。2学期までに数学ⅠＡⅡB各テーマの標準レ
ベルの演習・解説を行い、典型問題への対応力を強化する。なお、3学期以降は、文理別を意識したクラス再編を行う。

◎ ◎ 金曜日 19:20～21:20

阪大・神大・市大等の難関大以上を志望する人が対象の講座。2学期までに数学ⅠＡⅡＢ各テーマの基本を押さえつつ、応用問題の演習・
解説を通じて難関大合格に必要な「思考力」の育成も図る。なお、3学期以降は、文理別を意識したクラス再編を行う。

◎ ◎ 金曜日 19:20～21:20

有名大数学Ａ
府大・大教大・和大

関学大・立命館大・関西大
211A 120分 4月

◎ ◎ 金曜日 19:20～21:20

難関大数学Ｔ
阪大・神大・市大
同志社大

211T 120分 4月 3月

◎ 木曜日 19:20～21:20

東・京・医数学Ｓ
東大・京大

国公立医学部医学科
211S 120分 4月 3月

東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大を志望する人が対象のハイレベルな講座。2学期までに数学ⅠＡⅡＢ各テーマの応用問
題を中心に最高難度の演習・解説を行い、最難関大合格に必要となる「思考力」・「記述力」の育成を図る。なお、3学期以降は、文理別を意
識したクラス再編を行う。

木曜日 19:20～21:20

難関大数学ＨＴ　　  (中高一貫生対象講座)
京大・阪大・神大

国公立医学部医学科
22HT 120分 4月 3月 （京大）・阪大・神大等の難関大を志望する中高一貫国私立高生が対象の講座。

数学Ⅲをマスターすると同時に、随時実戦演習を行い、難関大合格に必要となる「思考力」・「記述力」の育成を図る。

120分 4月 3月 東大・京大・国公立医学部医学科等の最難関大を志望する中高一貫国私立高生が対象のハイレベルな講座。
数学Ⅲをマスターすると同時に、随時実戦演習を行い、最難関大合格に必要となる「思考力」・「記述力」の育成を図る。

◎

府大や大教大などの国公立大や、関関同立大等の難関私立大を志望する人が対象の講座。文法・語法や構文を完成させることを目標とし、
読解にも挑戦していく。また、速読・リスニング演習を通じて共通テストや各種検定試験にも通用する英語力を養成する。

◎ ◎ 土曜日 19:30～21:30

数学 総合

東・京・医数学ＨＳ　 (中高一貫生対象講座)
東大・京大

国公立医学部医学科
22HS

有名大英語Ａ 府大・大教大・和大
関学大・立命館大・関西大

241A 120分 4月 3月

◎ 火曜日 19:20～21:20

火曜日 19:20～21:20

難関大英語Ｔ 阪大・神大・市大
同志社大

241T 120分 4月

東大・京大
国公立医学部医学科

3月 阪大・神大・市大・府大等の難関大以上を志望する人が対象の講座。演習・解説を通じて英文解釈の完成を図り、また２学期以降は⾧文読
解や英作文にも取り組む。また、速読・リスニング演習を通じて共通テストや各種検定試験にも通用する英語力を養成する。

◎

120分 4月 3月 東大・京大や国公立大医学部医学科等の最難関大を志望する人が対象のハイレベルな講座。英文解釈を早期に完成させ、同時に本格的な
⾧文読解や英作文にも挑戦していく。また、速読・リスニング演習を通じて共通テストや各種検定試験にも通用する英語力を養成する。

◎

一人ひとりの目標・学習状況を踏まえ生徒個人面談を実施し、受講講座を決定していきます。

高2生 文系・理系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。
詳しくは生徒個人面談にて決定します。

文系 理系

◎

講座コード 週時間 開講時期 受講のポイント

授業曜日・時間帯
(変更になる場合があります)

 ◎：推薦
 ○：受講可能科目 講座名称 主な志望大レベル

241S

英語 総合

東・京・医英語Ｓ

各自で受講映像ゼミ／ハイレベル国語総合 最難関大・難関大 17NT 80分 4月 3月


