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Z 101 京大の数学
京大志望者対象（文理とも可）。今年の入試問題を題材に、京
大攻略のためのアプローチ方法を解説する。

新高３ 発展 オンライン 3/11 (土) 16:00 16:50

Z 102 阪大の数学
阪大志望者対象（文理とも可）。今年の入試問題を題材に、阪
大攻略のためのアプローチ方法を解説する。

新高３ 発展 オンライン 3/11 (土) 17:00 17:50

A 103 国公立大の英語
国公立大志望者対象（文理とも可）。
国公立大の標準的な２次試験の問題を用いて、記述式問題への
取り組み方を解説する。

新高３ 標準 枚方 3/8 (水) 20:20 21:50

A 104 国公立大の数学
２次試験に数学がある国公立大志望者対象。国公立大の標準的
な２次試験問題を用いて、記述式問題の取り組み方を解説す
る。

新高３ 標準 枚方 3/17 (金) 20:20 21:50
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講座
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A 201

共通テスト英語＆
国公立大現役合格生による
パネルディスカッション

共通テスト英語の傾向と対策及び今後の勉強方針を伝えるとと
もに、国公立大学現役合格者を迎えてパネルディスカッション
を実施します。勉強の仕方や、受験に向けての心構え、おすす
めの問題集などを現高3生から直接聞くことで、受験に向けて
の勉強の指針を確かなものにしましょう！

新高３ 発展 枚方 3/15 (水) 18:40 21:30

A 203 共通テストリスニング

共通テストも３年目を迎えました。数学の難化等の変化があり
ましたが、必要とされる学力に変化はありません。今までおこ
なってきた勉強を続けしっかりとした実力を身につけることが
大切です。本講座では、共通テストの傾向と対策及び3年生春
における勉強方針を伝えます。

新高３ 標準 枚方 3/23 (木) 20:00 21:50
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A 301 同志社大学の英語

同志社大学受験予定者対象（文理共通）。同志社大学の英語は
長文メイン＜長文２題＋会話文＋英作文＞で構成され、記述解
答を要求される設問もある。設問時間配分等を含め、確実に合
格点を取るために、今からすべき取り組みを中心に講義する。

新高３ 標準 枚方 3/12 (日) 19:00 20:00

A 302 立命館大学の英語

立命館大学受験予定者対象（文理共通）。立命館大学の英語は
長文・文法ともに出題される。その中でも、立命館大の特殊内
容一致問題や難度の高い文法・語彙問題への取り組み方を中心
に講義する。

新高３ 標準 枚方 3/18 (土) 18:50 20:10

A 303 関西大学の英語

関西大学受験予定者対象（文理共通）。関西大学の英語は長文
メイン＜長文２題＋会話文＋文整序＞で構成される。分量が多
く、時間内に正確に読み切る力が必要とされる。設問時間配分
等を含め、確実に合格点を取るために、今からすべき取り組み
を中心に講義する。

新高３ 標準 枚方 3/12 (日) 20:30 21:50
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A 401 産近龍の英語
長文メインの龍谷、文法が５割を占める近大、推薦と一般で形
式が異なる京産など、各大学の公募推薦および一般入試の傾向
と対策を交えて講義する。

新高３ 標準 枚方 3/12 (日) 20:30 21:50
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A 501
志望校現役合格のための

現代文学習法

マーク＋記述で出題される関関同立の現代文は、抽象度が高
く、分量が多い。各大学の傾向をふまえて、確実に合格点を取
るためのアプローチ法を講義する。

新高３ 標準 枚方 3/16 (木) 19:00 20:10

A 502
志望校現役合格のための

古文学習法

難解な平安文学（源氏・大鏡等）の読解を中心に出題される関
関同立の古文。各大学の傾向をふまえて、確実に合格点を取る
ためのアプローチ法を講義する。

新高３ 標準 枚方 3/12 (日) 17:30 18:50

A 503
志望校現役合格のための

日本史学習法
毎年のように、出題傾向・レベルが変化する関関同立の日本史
の傾向と対策について講義し、必勝法を伝授。

新高３ 標準 枚方 3/3 (金) 20:20 21:50

A 504
志望校現役合格のための

世界史学習法
毎年のように、出題傾向・レベルが変化する関関同立の世界史
の傾向と対策について講義し、必勝法を伝授。

新高３ 標準 枚方 3/7 (火) 20:20 21:50
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A 601 英文法総チェック
英文法の頻出問題を解いて、どの分野が苦手なのかをチェッ
ク。英文法が苦手な人対象。

新高３ 基礎 枚方 3/12 (日) 19:00 20:20

A 602 英文法総チェック
英文法の頻出問題を解いて、どの分野が苦手なのかをチェッ
ク。英文法が苦手な人対象。

新高２ 基礎 枚方 3/14 (火) 20:20 21:50

A 603
合格への道！
「英検　準１級」

英検準１級の過去問等を使用して、傾向と対策をレクチャー。
10名以内の少人数で、「音」を重視した、実践的クラスで
す。難関の準１級にチャレンジ！

新高２
新高３

標準 枚方 3/12 (日) 20:20 21:50

A 604
合格への道！
「英検　２級」

英検２級の過去問等を使用して、傾向と対策をレクチャー。
10名以内の少人数で、「音」を重視した、実践的クラスで
す。正しい勉強法を通して、２級の合格を目指しましょう。

新高２
新高３

標準 枚方 3/12 (日) 18:40 20:10
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A 701 数Ⅰ　総チェック
数Ⅰの頻出問題を解いて、どの分野が苦手なのかをチェック。
数学が苦手な人が対象。

新高２ 基礎 枚方 3/15 (水) 20:20 21:50

A 702 数Ⅱ　総チェック
数Ⅱの頻出問題を解いて、どの分野が苦手なのかをチェック。
数学が苦手な人が対象。

新高３ 基礎 枚方 3/14 (火) 20:20 21:50

A 703
数学特訓

atama+（アタマプラス）
iPadを用いた「数学のパーソナルトレーニング」数学が苦手
な人は、基本に立ち返って、得意な人は応用・発展コースへ。

新高２
新高３

基礎 枚方 3/16 (木) 20:20 21:50
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