
2022 のご案内
研伸館HSは公立高校生を対象に、難関大学現役合格を目指します。研伸館と同内容の講座に
加えて、公立高校生のレベルアップに最適な基本を重視した講座も設置しています。
夏から本気で大学受験に臨む人に最適です。

夏 期 講 習逆瀬川校
〒665-0035
兵庫県宝塚市逆瀬川
2-1-1

TEL 0797-73-0300

ソリオ宝塚校
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2 
ソリオ2 5F

TEL 0797-61-4800

三田校
〒669-1528
兵庫県三田市駅前町2-1
キッピーモール5F

TEL 079-563-0003

鳴尾校
〒663-8184
兵庫県西宮市鳴尾町3丁目
2－19

TEL 0798-41-1511

門戸校
〒662-0825
兵庫県西宮市門戸荘17-25

TEL 0798-54-0033

高2・3講座
開講校舎一覧

新入試を突破する！
研伸館の合格メソッド。
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５教室版

研伸館ＨＳ夏期講習のＰＯＩＮＴ

高２の講座は、基本的に夕方以降に設定。部活をする方にもお通いいただきや
すくなっています。

通いやすい時間・日程での開講

セット講座ではないので、自分に必要な講座だけを選んで受講いただけます。
受講相談も可能です。

１講座からでも受講可能

「受講申込書」をご提出ください。
授業料等は別紙案内をご覧ください。

夏期講習受講生は、開講日・時間中は自由に自習室を利用いただけます。
講師やチューターに質問も可能です。

自由に利用できる自習室

大半の講座は、研伸館の講座と同内容。研伸館HSでの受講が日程的に難しい
場合、研伸館での受講も可能です。また、ソリオ宝塚校、鳴尾校、三田校では
VODシステムにより、研伸館西宮校の授業を視聴いただけます。

研伸館と連携

難関大学へ。
現役で、
難関大学へ。
現役で、

月・祝



※講座内容は変更になる場合があります。また、教室により開講講座が異なりますので、詳細はご希望の教室までお問合せください。夏期講習講座紹介ソリオ宝塚校

2
年

高２英語ＳＢ
［前編：英文解釈］

英文法の仕組みを品詞の観点から整理し、英
文法を正しく運用するための理解を深める。
また、文法構文の理論に基づく緻密な英文解
釈法を学び、入試レベルの英文に取り組む土
台を構築する。

多角的に英語を学習し、英
文法と英文解釈の力を同
時に養成する

レベル

高２英語ＳＢ
［後編：長文読解］

英文を丁寧に読み解く「精読」は重要だが、限
られた時間の中で速く正確に読み解く「速
読」もまた重要である。大学入試では精読と
速読をうまく使い分け、効率的に英語長文を
読み解くことが求められる。本講座では大学
入試レベルの英語長文に取り組み、実践的な
英語読解術を身につけていく。

入試英語長文を題材に、英
語の読解力を鍛え上げる

レベル

高２発展英作文法

これまでは英文法を学ぶための「例文」で英
作文を行ってきたが、この講座では実際の入
試英作文に挑戦する。「本物」の和文を英訳す
る中で、文法を作文に応用する力をつける。

実際の入試英作文を素材に、
英文法の発展的活用を学ぶ

レベル

高２数学ＨＳベーシック
［前編］［後編］

年間通して学校進度に合わせたカリキュラム
で学習します(詳細は各校舎にお問い合わせ
ください)。この夏は、主に秋以降に学校で学
ぶ単元を予習します。苦手単元を作らず学校
成績を伸ばしていきましょう！大学入試数学
の基礎固めです！[前編][後編]２講座受講す
ることをお勧めします。

学校成績を伸ばし、大学
入試の基礎固めを！

レベル

高２数学宝塚北GS準拠
［前編］［後編］

宝塚北GS科の進度に合わせて、指導を行い
ます。各単元をひとつずつ確実に定着させる
ことに加え、応用問題にも同時に触れていく
ことで、難関国公立大学への現役合格を目指
します。

難関国公立現役合格に
向けて！

レベル

高２数学 ＡＩ演習

atama＋数学演習講座は、AIがひとりひとり
のつまずきを判別し、目標に向けて最短で単
元を習得するためのカリキュラムを作成しま
す。これにより自立学習がより効率化し、ま
た、その場にチューターも待機していますの
で、状況に応じてアドバイスを受けることが
できます。

苦手単元を克服！
レベル

高３阪大神大英語

文構造を正確に読み解き、論理的で明快な和
訳を作成するためのポイントを押さえつつ、
疎かになりがちな副詞や指示語などの処理
方法を学ぶ。また、典型的な構文や表現を活
用した英訳の視点を身につける。

二次試験に向けて深く思考す
る力と答案記述力を高める

レベル

高３スタンダード理系数学
［数Ⅲ積分法］

■高３関関同立英語

■高３共通テスト英語

■高３共通テスト数学

■高３関関同立現代文

■高３関関同立古文

■高３共通テスト国語

■高３阪大神大物理

■高３阪大神大化学

■高３日本史

■高３日本史文化史特講

などを開講

数学Ⅲ「積分法」を基本計算から面積・体積の
計算といった応用分野までを一から講義して
いく。9月から本格的に数学を仕上げていく
には、夏までにすべての数学の単元を終えて
おいた方が有利である。特に積分法は極限や
微分法と融合した問題が出題されるので、こ
こで一気に対策をしよう！

数Ⅲ積分法の完成を目
指す！

レベル

高３阪大神大理系数学
［極限・微分演習］

5回を通して今までに学んだ数Ⅲの「極限」と
「微分法」の演習をする。この講座を通して今
までに習った知識の定着だけでなく、入試へ
向けた答案の書き方を学んでいこう。この夏
でさらに一歩踏み込んだ学習をしよう！

極限・微分を入試レベル
に仕上げる！

レベル

3
年

重要古典文法の総点検

古文を読解するためにも、文法設問に答える
ためにも、古典文法の知識は必須である。こ
の講座では、古典文法の最重要項目と言える
「識別」と「敬語法」を5回で完全攻略する。「用
言」や「助動詞・助詞」などの基本事項も確認
するので、古典文法に不安を感じる君にはぜ
ひ受講してほしい。講義形式。復習必須。

この夏、古典文法の実力
を飛躍的に上昇させよう

レベル

2
年
・
3
年

逆
瀬
川
校
で
開
講

逆瀬川校で開講の

高３向け講座

教室授業の他に、研伸館講座フルラインナップ！
※くわしくは、校舎窓口までお問い合わせください。



※講座内容は変更になる場合があります。また、教室により開講講座が異なりますので、詳細はご希望の教室までお問合せください。夏期講習講座紹介逆瀬川校

2
年

2
年
・
3
年

3
年

高２数学ＨＳベーシック
［前編］［後編］

年間通して学校進度に合わせたカリキュラムで学習します(詳細は
各校舎にお問い合わせください)。この夏は、主に秋以降に学校で学
ぶ単元を予習します。苦手単元を作らず学校成績を伸ばしていきま
しょう！大学入試数学の基礎固めです！[前編][後編]２講座受講す
ることをお勧めします。

学校成績を伸ばし、大学入試の基礎
固めを！

レベル

高３共通テスト数学
［ⅡＢ集中特訓］

初回から4回で共通テスト数学ⅡBにおける各単元の基本事項や考
え方を確認していく。そして最終日での演習問題を通じて、大問ご
との時間の正しい使い方が学べ、本番で1点でも多く得点できる実
践力が身につく。

本番高得点へのスタートダッシュ！
レベル

高３関関同立現代文

空欄補充問題は、前後3行をチラチラ見て、合っていそうな選択肢を感覚で選ぶ。傍線問題は、違ってい
そうな選択肢を何となくで見つけて、消去法で解く。それで7割くらいとれることもあるが、5割以下にな
ることもある。そんな君は、きちんとした手順と理屈と語彙力を身につけない限り、「出来たり・出来な
かったり」を繰り返す人になるだろう。指示語の明確な捉え方、傍線部から離れたところにある本文根拠
のとり方、読みにくい文章を読むための語彙力や知識、これらを5回で合理的に身につけてもらう。
※講義形式。テキストは事前配付。必ず問題を解いてから授業に臨むこと。

定員厳格化で難易度アップした難関私立
大の現代文を攻略するコツを伝授！

レベル

高３関関同立古文

私大古文では、文学ジャンルの知識が必要不可欠になる。本講座では各文
学ジャンルの読み方を習得する。また、私大それぞれの特色ある問題にも対
応していかなければならない。その特色も紹介していく。もちろん、古文の
読解法にも言及する。この夏を古文上達のターニングポイントにしよう。
※講義形式。テキストは事前配付。必ず問題を解いてから授業に臨むこと。

定員厳格化で難易度アップした難関私
立大の古文を攻略するコツを伝授！

レベル

高３共通テスト国語
［現代文］

2022年の最新の試験のみならず、2021年や試行調査も踏まえた問
題を用いて合理的に5回で学ぶ。文章の整理方法から選択肢の選び方、
未知の出題形式への対処など、丁寧にレクチャーする。この講座で共通
テスト形式の現代文が君の得点源になる。
※講義形式。テキストは事前配付。必ず問題を解いてから授業に臨むこと。

共通テスト現代文読解への不安を
解消する

レベル

高３共通テスト国語
［古文漢文］

国公立大志望者は共通テストの古文漢文で高得点を目指すことが合
格への秘訣。本講座では、古文・漢文をセットにして対処法を指導す
る。基本事項から教えていくので、苦手な人は必ず受講して欲しい。
※講義形式。テキストは事前配付。必ず問題を解いてから授業に臨むこと。

共通テスト古文・漢文読解への不安
を解消する

レベル

高３阪大神大物理
[電磁気]

「電磁気は覚えることが多くて苦手」と思っている人のための講座。基礎テーマ
である「電気力学」の基礎を固めたうえで、「抵抗」や「コンデンサー」の性質を
整理し、最終目標として電気回路問題に対する一本筋の通った解法を習得す
る。公式の多さに混乱してしまい苦手としている受験生が多いこの分野を、体
系的な解説により、得意分野に変えていく。

電気力学・電気回路を5回で徹底理
解！

レベル

高３阪大神大化学
［有機化学］

有機化学は暗記項目が非常に多く、苦手意識を持つ受験生は多い。しかし、この講
座を受ければ、有機化学の根本理論が理解できるので、これらの知識を体系的に理
解できる。さらに、教科書にない知識をテーマとする問題でも思考により難なく解
答することができる。なお、この講座では問題の解法はあまり扱わないので、必要に
応じて「高3入試化学完全攻略［有機化学］」を併せて受講することを強く勧める。

有機化学を「暗記」ではなく「理論的
理解」でマスターする

レベル

高３日本史
［明治時代総攬］

①幕末の動乱の理解が早まる。
②難関私立大入試で頻出の、政党のつながりや関係を整理できる。
③日清・日露戦争前後の国際関係を明確にできる。
④共通テストで多く出題されることが予想される、松方デフレ政策などの経済史が理解できる。
⑤付録問題集で共通テストや難関私立大入試攻略に必要な知識を確認できる。

難解な明治時代を得点源にする
レベル

高３日本文化史特講
［原始～現代編］

①「縄文時代と弥生時代の生活」を比較して、理解できる。
②「仏教の変化」と「神道との違い」を理解できる。
③「各時代の文学史」を特徴づけて理解できる。
④「江戸時代の朱子学・国学・蘭学の違い」を理解できる。
⑤「明治時代以降の文化の変化」を理解できる。
⑥付録問題集で文化史の得点力を向上させることができる。

入試頻出の文化史を完全網羅
レベル

高３日本荘園史特講

①古代の荘園の成立とその変遷を理解できる。
②中世の武士の荘園侵略と惣村の発達が理解できる。
③近世の農業史が理解できる。
④共通テスト・難関私立大入試ともに頻出の土地制度の問題に強くなれる。
⑤良質な問題演習によるアウトプットを行うことで、知識の定着を図れる。

各時代の土地制度を徹底攻略
レベル

高３阪大神大数学演習
［ⅠAⅡB］

阪大神大に現役合格するために「今」必要な学力レベルを提示しま
す。現在の数学力と志望大学に合格するために必要な学力との差
を実感し、秋以降の学習指針を与えます。この講座を受講すること
で数学に対する正しい考え方を身に付けることができます。
※京大を目指す方も大歓迎！

阪大神大現役合格のために今やる
べきこと！

レベル

高２重要英文法総点検

高2後半で本格的に読解に入っていく前に、文法の定着度を確認し
ましょう。この講座では重要単元である【文型】【準動詞】【関係詞】
【比較】【仮定法】を扱います。秋以降の読解演習を効率的に進める
ためにも、この夏を利用して総復習しましょう！

重要英文法単元を総復習！
レベル

高２英語ＳB/ＳBベーシック
［前編：英文解釈］

英文法の仕組みを品詞の観点から整理し、英文法を正しく運用す
るための理解を深める。また、文法構文の理論に基づく緻密な英文
解釈法を学び、入試レベルの英文に取り組む土台を構築する。

多角的に英語を学習し、英文法と英
文解釈の力を同時に養成する

レベル

高２英語ＳB/ＳBベーシック
［後編：長文読解］

英文を丁寧に読み解く「精読」は重要だが、限られた時間の中で速
く正確に読み解く「速読」もまた重要である。大学入試では精読と
速読をうまく使い分け、効率的に英語長文を読み解くことが求めら
れる。本講座では大学入試レベルの英語長文に取り組み、実践的な
英語読解術を身につけていく。

入試英語長文を題材に、英語の読解
力を鍛え上げる

レベル

重要古典文法の総点検

古文を読解するためにも、文法設問に答えるためにも、古典文法の
知識は必須である。この講座では、古典文法の最重要項目と言える
「識別」と「敬語法」を5回で完全攻略する。「用言」や「助動詞・助詞」
などの基本事項も確認するので、古典文法に不安を感じる君には
ぜひ受講してほしい。講義形式。復習必須。

この夏、古典文法の実力を飛躍的に
上昇させよう

レベル

高３関関同立英語
［英作文法］

受験生が苦手とする動詞・準動詞・接続詞・関係詞などの分野に関
して、典型問題から発展的内容まで幅広く扱い、知識の整理と統合
を行う。そうすることで、様々な形式の問題への対処法を身につけ
ていく。

英文法を本質的にとらえ直し、理論的
に解答することで得点に結びつける

レベル

高３阪大神大英語

文構造を正確に読み解き、論理的で明快な和訳を作成するための
ポイントを押さえつつ、疎かになりがちな副詞や指示語などの処理
方法を学ぶ。また、典型的な構文や表現を活用した英訳の視点を身
につける。

二次試験に向けて深く思考する力
と答案記述力を高める

レベル

高３私立大英語

入試英語の要となる読解問題攻略のために必要な視点を身につけ
る。文ごとのつながりから空所補充や語句の言い換えを見抜く方法
や、パラグラフの展開から語句説明や内容一致問題へアプローチす
る方法を学んでいく。

入試に向けて基本的な読解力を養
成する

レベル

高３関関同立英語
［長文読解］

パラグラフリーディングを土台とした長文読解問題への対処法を
学んでいく。文レベルから各段落の構成、さらには文章全体のテー
マの把握へと視点を広げるための手順や設問攻略のポイントなど
を身につける。

多角的な長文読解問題の切り崩し
方を習得し、得点力を上げる

レベル

高３関関同立英語特講

私立大学の長文総合問題は様々な形式の問題が並んでいるように
見えるが、実はその大部分を占めるのが、空所補充問題・下線部言い
換え問題・内容一致問題である。この講座ではそれらを集中的に攻
略し、さらに会話文・文整序問題にも取り組む。

関関同立の3大設問を熟知し、解法
テクニックを習得する

レベル

高３共通テスト英語
［Reading攻略編］

共通テスト英語リーディングパートの全出題形式を熟知するととも
に、各設問で求められるスキルを習得する。

共通テストで要求される知識と技術
を身につける

レベル

高３共通テスト数学
［ⅠＡ集中特訓］

初回から4回で共通テスト数学ⅠAにおける各単元の基本事項や考
え方を確認していく。そして最終日での演習問題を通じて、大問ご
との時間の正しい使い方が学べ、本番で1点でも多く得点できる実
践力が身につく。

本番高得点へのスタートダッシュ！
レベル

3
年



※講座内容は変更になる場合があります。また、教室により開講講座が異なりますので、詳細はご希望の教室までお問合せください。夏期講習講座紹介門戸校

2
年

高２英語ＳBベーシック
［前編：英文解釈］

英文法の仕組みを品詞の観点から整理し、英
文法を正しく運用するための理解を深める。
また、文法構文の理論に基づく緻密な英文解
釈法を学び、入試レベルの英文に取り組む土
台を構築する。

多角的に英語を学習し、英
文法と英文解釈の力を同
時に養成する

レベル

高２英語ＳBベーシック
［後編：長文読解］

長文を丁寧に読み解く「精読」は重要だが、限
られた時間の中で速く正確に読み解く「速
読」もまた重要である。大学入試では精読と
速読をうまく使い分け、効率的に英語長文を
読み解くことが求められる。本講座では大学
入試レベルの英語長文に取り組み、実践的な
英語読解術を身につけていく。

入試英語長文を題材に、英
語の読解力を鍛え上げる

レベル

高２英語ＳB
［前編：英文解釈］

英文法の仕組みを品詞の観点から整理し、英
文法を正しく運用するための理解を深める。
また、文法構文の理論に基づく緻密な英文解
釈法を学び、入試レベルの英文に取り組む土
台を構築する。

多角的に英語を学習し、英
文法と英文解釈の力を同
時に養成する

レベル

高２英語ＳB
［後編：長文読解］

長文を丁寧に読み解く「精読」は重要だが、限
られた時間の中で速く正確に読み解く「速
読」もまた重要である。大学入試では精読と
速読をうまく使い分け、効率的に英語長文を
読み解くことが求められる。本講座では大学
入試レベルの英語長文に取り組み、実践的な
英語読解術を身につけていく。

入試英語長文を題材に、英
語の読解力を鍛え上げる

レベル

高２数学ＨＳベーシック
［前編］［後編］

年間通して学校進度に合わせたカリキュラム
で学習します(詳細は各校舎にお問い合わせ
ください)。この夏は、主に秋以降に学校で学
ぶ単元を予習します。苦手単元を作らず学校
成績を伸ばしていきましょう！大学入試数学
の基礎固めです！[前編][後編]２講座受講す
ることをお勧めします。

苦手単元を作らず学校
成績を伸ばす！

レベル

高２数学ＨＳ
［前編：指数関数・対数関数］

指数関数・対数関数をイチから学ぶ講座である。ま
ず、指数が負の整数や有理数の場合にどう定義する
かを学び、指数を拡張する。指数関数のグラフの描
き方を確認して、最大最小問題や方程式・不等式へ
応用する。次に、対数とその性質を学び、対数関数の
利用の仕方を知る。指数関数と同じく最大最小問題
や方程式・不等式の問題を練習してマスターする。

指数関数・対数関数を一
から学ぶ！

レベル

高２数学ＨＳ
［後編：微分法］

数学Ⅱでの最難関単元、微分法を一から学ぶ講
座である。まず、「接線の傾き」を求めるために、
極限の考え方を導入し、微分係数・導関数の定
義を学ぶ。導関数を利用して関数の増減を調べ
る方法を練習し、3次関数のグラフの描き方を
マスターする。グラフを利用して、最大最小問題
や方程式・不等式の問題が解けるようになる。

微分法の基本を一から
学ぶ！

レベル

高２阪大神大数学演習
［ⅠAⅡ］

阪大神大に現役合格するために「今」必要な
学力レベルを提示します。現在の数学力と志
望大学に合格するために必要な学力との差を
実感し、秋以降の学習指針を与えます。この講
座を受講することで数学に対する正しい考え
方を身に付けることができます。
※京大を目指す方も大歓迎！

阪大神大現役合格のた
めに今やるべきこと！

レベル

高２数学 ＡＩ演習

研伸館西宮校の講座を併用して受講できます。

atama＋数学演習講座は、AIがひとりひとりのつ
まずきを判別し、目標に向けて最短で単元を習得
するためのカリキュラムを作成します。これにより
自立学習がより効率化し、また、その場にチュー
ターも待機していますので、状況に応じてアドバ
イスを受けることができます。苦手単元を克服！

レベル

2
年

研伸館西宮校で開講している高２講座

国語

理科

社会

■高２現代文　　　　　■高２古文

■重要古典文法の総点検

■高２物理［波動］　　　■高２物理HS［力と運動］

■高２化学［化学平衡］　■高２化学HS［中和・酸化還元］

■高２日本史［古代史総集編］

■高２世界史［中国史総集編］



※講座内容は変更になる場合があります。また、教室により開講講座が異なりますので、詳細はご希望の教室までお問合せください。
夏期講習講座紹介三田校

ウッディタウン校

高２阪大神大数学演習
［ⅠAⅡ］

阪大神大に現役合格するために「今」必要な学力レベルを提示し
ます。現在の数学力と志望大学に合格するために必要な学力との
差を実感し、秋以降の学習指針を与えます。この講座を受講する
ことで数学に対する正しい考え方を身に付けることができます。
※京大を目指す方も大歓迎！

阪大神大現役合格のために今や
るべきこと！

レベル

高3関関同立英語
［英作文法］

受験生が苦手とする動詞・準動詞・接続詞・関係詞などの分野
に関して、典型問題から発展的内容まで幅広く扱い、知識の
整理と統合を行う。そうすることで、様々な形式の問題への
対処法を身につけていく。

英文法を本質的にとらえ直し、理論的
に解答することで得点に結びつける

レベル

高３私立大英語

入試英語の要となる読解問題攻略のために必要な視点を身
につける。文ごとのつながりから空所補充や語句の言い換え
を見抜く方法や、パラグラフの展開から語句説明や内容一致
問題へアプローチする方法を学んでいく。

入試に向けて基本的な読解力を
養成する

レベル

高３阪大神大物理
[電磁気]

「電磁気は覚えることが多くて苦手」と思っている人のための講座。基礎
テーマである「電気力学」の基礎を固めたうえで、「抵抗」や「コンデン
サー」の性質を整理し、最終目標として電気回路問題に対する一本筋の
通った解法を習得する。公式の多さに混乱してしまい苦手としている受
験生が多いこの分野を、体系的な解説により、得意分野に変えていく。

電気力学・電気回路を5回で徹底
理解！

レベル

高３阪大神大化学
［有機化学］

有機化学は暗記項目が非常に多く、苦手意識を持つ受験生は多い。しかし、この講座
を受ければ、有機化学の根本理論が理解できるので、これらの知識を体系的に理解
できる。さらに、教科書にない知識をテーマとする問題でも思考により難なく解答す
ることができる。なお、この講座では問題の解法はあまり扱わないので、必要に応じ
て「高3入試化学完全攻略［有機化学］」を併せて受講することを強く勧める。

有機化学を「暗記」ではなく「理論
的理解」でマスターする

レベル

2
年

3
年

高３共通テスト英語
［Reading攻略編］

共通テスト英語リーディングパートの全出題形式を熟知する
とともに、各設問で求められるスキルを習得する。

共通テストで要求される知識と
技術を身につける

レベル

高３阪大神大英語

文構造を正確に読み解き、論理的で明快な和訳を作成するた
めのポイントを押さえつつ、疎かになりがちな副詞や指示語
などの処理方法を学ぶ。また、典型的な構文や表現を活用し
た英訳の視点を身につける。

二次試験に向けて深く思考する
力と答案記述力を高める

レベル

高３阪大神大理系数学

「平面ベクトル」「空間ベクトル」ともに大学入試レベルの標準
典型問題を極め、他分野との融合問題に挑戦します。また数
Ⅲ「極限・微分」の阪大神大レベルの入試問題を攻略する力を
養成します。

『ベクトル』を極め、数Ⅲ「極限・微
分」を仕上げる！

レベル

高３阪大神大文系数学

平面ベクトルでの「2直線の交点の位置ベクトル問題」／「内積
を用いた様々な図形量の求値問題」、「ベクトルの軌跡・領域問
題」、空間ベクトルでの「直線と平面の交点の位置ベクトル問題」
「直線と平面の垂直条件」などの主要テーマを解説していく。巻
末の演習問題を用いて入試問題演習を行うこともできる。

『ベクトル』が得意な受験生を目
指す！

レベル

高３阪大神大への数学演習
［ⅠAⅡB演習］

阪大神大入試を攻略するために、厳選された良問を演習することで重要
テーマを再確認し、思考力を鍛えていきます。前期までに学習した各単元
の現在の数学力を客観的に把握し、残り半年間の学習指針を与えます。文
理問いません。理系・文系の選択問題があります。夏期講習「阪大神大理
系数学」「阪大神大文系数学」とあわせて受講することをお勧めします。

演習＋添削＋解説＋で実戦力を
鍛えよう！

レベル

高３共通テスト国語
［現代文］

2022年の最新の試験のみならず、2021年や試行調査も踏ま
えた問題を用いて合理的に5回で学ぶ。文章の整理方法から選
択肢の選び方、未知の出題形式への対処など、丁寧にレクチャー
する。この講座で共通テスト形式の現代文が君の得点源になる。
※講義形式。テキストは事前配付。必ず問題を解いてから授業に臨むこと。

共通テスト現代文読解への不安
を解消する

レベル

高２英語ＳB/ＳＢベーシック
［前編：英文解釈］

英文法の仕組みを品詞の観点から整理し、英文法を正しく運
用するための理解を深める。また、文法構文の理論に基づく
緻密な英文解釈法を学び、入試レベルの英文に取り組む土台
を構築する。

多角的に英語を学習し、英文法と
英文解釈の力を同時に養成する

レベル

高２英語ＳB
［後編：長文読解］

英文を丁寧に読み解く「精読」は重要だが、限られた時間の中
で速く正確に読み解く「速読」もまた重要である。大学入試で
は精読と速読をうまく使い分け、効率的に英語長文を読み解
くことが求められる。本講座では大学入試レベルの英語長文
に取り組み、実践的な英語読解術を身につけていく。

入試英語長文を題材に、英語の読
解力を鍛え上げる

レベル

高２英語ＳBベーシック
［重要文法総点検］

英文を正確に読み書きするのに不可欠な文法語法知識を整
理し、定着させることを主眼に置いたのがこの講座です。

英文法の総点検と定着の徹底！
レベル

高２数学ＨＳベーシック
［前編］［後編］

年間通して学校進度に合わせたカリキュラムで学習します
(詳細は各校舎にお問い合わせください)。この夏は、主に秋以
降に学校で学ぶ単元を予習します。苦手単元を作らず学校成
績を伸ばしていきましょう！大学入試数学の基礎固めです！
[前編][後編]２講座受講することをお勧めします。

学校成績を伸ばし、大学入試の基
礎固めを！

レベル

高２数学一貫準拠
［ⅠAⅡB］

三田学園の進度に合わせて、指導を行います。各単元をひと
つずつ確実に定着させることに加え、応用問題にも同時に触
れていくことで、難関国公立大学への現役合格を目指しま
す。

難関国公立現役合格に向けて！
レベル

高２数学一貫準拠
［数Ⅲ］

難関国公立大学を目指す私立中高一貫校の理系であれば、
早期に数IIIを学習し、大学入試問題演習に入ることが必要で
す。三田学園の学校進度の予習＋大学入試問題演習の５日間
です。内容の詳細は三田校までお問合せください。

難関国公立現役合格に向けて！
レベル

高３共通テスト国語
［古文漢文］

国公立大志望者は共通テストの古文漢文で高得点を目指す
ことが合格への秘訣。本講座では、古文・漢文をセットにして
対処法を指導する。基本事項から教えていくので、苦手な人
は必ず受講して欲しい。
※講義形式。テキストは事前配付。必ず問題を解いてから授業に臨むこと。

共通テスト古文・漢文読解への不
安を解消する

レベル

3
年

高２数学AI演習

atama＋数学演習講座は、AIがひとりひとりのつまずきを判
別し、目標に向けて最短で単元を習得するためのカリキュラ
ムを作成します。これにより自立学習がより効率化し、また、
その場にチューターも待機していますので、状況に応じてア
ドバイスを受けることができます。

苦手単元を克服！
レベル

教室授業の他に、
研伸館講座フルラインナップ！

※くわしくは、校舎窓口までお問い合わせください。



※講座内容は変更になる場合があります。また、教室により開講講座が異なりますので、詳細はご希望の教室までお問合せください。夏期講習講座紹介鳴尾校

高３スタンダード理系数学

数学Ⅲ「積分法」を基本計算から面積・体積の計算といった応用分野
までを一から講義していく。9月から本格的に数学を仕上げていくに
は、夏までにすべての数学の単元を終えておいた方が有利である。特
に積分法は極限や微分法と融合した問題が出題されるので、ここで
一気に対策をしよう！

数Ⅲ積分法の完成を目指す！
レベル

高３共通テスト数学
［ⅡＢ集中特訓］

初回から4回で共通テスト数学ⅡBにおける各単元の基本事項や考
え方を確認していく。そして最終日での演習問題を通じて、大問ごと
の時間の正しい使い方が学べ、本番で1点でも多く得点できる実践力
が身につく。

本番高得点へのスタートダッシュ！
レベル

高３共通テスト数学
［ⅠＡ集中特訓］

初回から4回で共通テスト数学ⅠAにおける各単元の基本事項や考
え方を確認していく。そして最終日での演習問題を通じて、大問ごと
の時間の正しい使い方が学べ、本番で1点でも多く得点できる実践力
が身につく。

本番高得点へのスタートダッシュ！
レベル

高３共通テスト国語
［現代文］

2022年の最新の試験のみならず、2021年や試行調査も踏まえた
問題を用いて合理的に5回で学ぶ。文章の整理方法から選択肢の選
び方、未知の出題形式への対処など、丁寧にレクチャーする。この講座
で共通テスト形式の現代文が君の得点源になる。
※講義形式。テキストは事前配付。必ず問題を解いてから授業に臨むこと。

共通テスト現代文読解への不安を解消
する

レベル

高３共通テスト国語
［古文漢文］

国公立大志望者は共通テストの古文漢文で高得点を目指すことが合
格への秘訣。本講座では、古文・漢文をセットにして対処法を指導す
る。基本事項から教えていくので、苦手な人は必ず受講して欲しい。
※講義形式。テキストは事前配付。必ず問題を解いてから授業に臨むこと。

共通テスト古文・漢文読解への不安を
解消する

レベル

高３阪大神大化学
［有機化学］

有機化学は暗記項目が非常に多く、苦手意識を持つ受験生は多い。しかし、この講
座を受ければ、有機化学の根本理論が理解できるので、これらの知識を体系的に理
解できる。さらに、教科書にない知識をテーマとする問題でも思考により難なく解答
することができる。なお、この講座では問題の解法はあまり扱わないので、必要に応
じて「高3入試化学完全攻略［有機化学］」を併せて受講することを強く勧める。

有機化学を「暗記」ではなく「理論的理
解」でマスターする

レベル

高３阪大神大物理
[電磁気]

「電磁気は覚えることが多くて苦手」と思っている人のための講座。基礎
テーマである「電気力学」の基礎を固めたうえで、「抵抗」や「コンデン
サー」の性質を整理し、最終目標として電気回路問題に対する一本筋の
通った解法を習得する。公式の多さに混乱してしまい苦手としている受
験生が多いこの分野を、体系的な解説により、得意分野に変えていく。

電気力学・電気回路を5回で徹底理
解！

レベル

高３日本史
［明治時代総攬］

①幕末の動乱の理解が早まる。
②難関私立大入試で頻出の、政党のつながりや関係を整理できる。
③日清・日露戦争前後の国際関係を明確にできる。
④共通テストで多く出題されることが予想される、松方デフレ政策などの経済史が理解できる。
⑤付録問題集で共通テストや難関私立大入試攻略に必要な知識を確認できる。

レベル

①古代の荘園の成立とその変遷を理解できる。
②中世の武士の荘園侵略と惣村の発達が理解できる。
③近世の農業史が理解できる。
④共通テスト・難関私立大入試ともに頻出の土地制度の問題に強くなれる。
⑤良質な問題演習によるアウトプットを行うことで、知識の定着を図れる。

レベル
難解な明治時代を得点源にする

レベル

高３日本荘園史特講

各時代の土地制度を徹底攻略
レベル

重要古典文法の総点検

古文を読解するためにも、文法設問に答えるためにも、古典文法の知
識は必須である。この講座では、古典文法の最重要項目と言える「識
別」と「敬語法」を5回で完全攻略する。「用言」や「助動詞・助詞」などの
基本事項も確認するので、古典文法に不安を感じる君にはぜひ受講
してほしい。講義形式。復習必須。

この夏、古典文法の実力を飛躍的に上
昇させよう

レベル

高３日本文化史特講
［原始～現代編］

①「縄文時代と弥生時代の生活」を比較して、理解できる。
②「仏教の変化」と「神道との違い」を理解できる。
③「各時代の文学史」を特徴づけて理解できる。
④「江戸時代の朱子学・国学・蘭学の違い」を理解できる。
⑤「明治時代以降の文化の変化」を理解できる。
⑥付録問題集で文化史の得点力を向上させることができる。

入試頻出の文化史を完全網羅
レベル

高３共通テスト英語
［Reading攻略編］

共通テスト英語リーディングパートの全出題形式を熟知するととも
に、各設問で求められるスキルを習得する。

共通テストで要求される知識と技術を
身につける

レベル

2
年

3
年

3
年

2年・3年
対象

教室授業の他に、研伸館講座フルラインナップ！
※くわしくは、校舎窓口までお問い合わせください。

高２英語ＳB・ＳBベーシック
［前編：英文解釈］

英文法の仕組みを品詞の観点から整理し、英文法を正しく運用する
ための理解を深める。また、文法構文の理論に基づく緻密な英文解釈
法を学び、入試レベルの英文に取り組む土台を構築する。

多角的に英語を学習し、英文法と英
文解釈の力を同時に養成する SBベーシック

SB
SBベーシック
SB

高２英語ＳB・ＳBベーシック
［後編：長文読解］

長文を丁寧に読み解く「精読」は重要だが、限られた時間の中で速く
正確に読み解く「速読」もまた重要である。大学入試では精読と速読
をうまく使い分け、効率的に英語長文を読み解くことが求められる。
本講座では大学入試レベルの英語長文に取り組み、実践的な英語読
解術を身につけていく。

入試英語長文を題材に、英語
の読解力を鍛え上げる

高２数学ＨＳ
［前編：指数関数・対数関数］

指数関数・対数関数をイチから学ぶ講座である。まず、指数が負の整数や有理数の
場合にどう定義するかを学び、指数を拡張する。指数関数のグラフの描き方を確認
して、最大最小問題や方程式・不等式へ応用する。次に、対数とその性質を学び、対
数関数の利用の仕方を知る。指数関数と同じく最大最小問題や方程式・不等式の
問題を練習してマスターする。

指数関数・対数関数を一から学ぶ！
レベル

高２数学ＨＳ
［後編：微分法］

数学Ⅱでの最難関単元、微分法を一から学ぶ講座である。まず、「接線の傾
き」を求めるために、極限の考え方を導入し、微分係数・導関数の定義を学
ぶ。導関数を利用して関数の増減を調べる方法を練習し、3次関数のグラフ
の描き方をマスターする。グラフを利用して、最大最小問題や方程式・不等
式の問題が解けるようになる。

微分法の基本を一から学ぶ！
レベル

高3阪大神大への数学
［ベクトル］

平面ベクトルでの「2直線の交点の位置ベクトル問題」／「内積を用い
た様々な図形量の求値問題」、「ベクトルの軌跡・領域問題」、空間ベク
トルでの「直線と平面の交点の位置ベクトル問題」「直線と平面の垂直
条件」などの主要テーマを解説していく。巻末の演習問題を用いて入
試問題演習を行うこともできる。

『ベクトル』が得意な受験生を目指す！
レベル

高３阪大神大への数学演習
［ⅠAⅡB演習］

阪大神大入試を攻略するために、厳選された良問を演習することで重要
テーマを再確認し、思考力を鍛えていきます。前期までに学習した各単元
の現在の数学力を客観的に把握し、残り半年間の学習指針を与えます。文
理問いません。理系・文系の選択問題があります。夏期講習「阪大神大理系
数学」「阪大神大文系数学」とあわせて受講することをお勧めします。

演習＋添削＋解説＋で実戦力を鍛えよ
う！

レベル

高２数学ＨＳベーシック
［前編］［後編］

年間通して学校進度に合わせたカリキュラムで学習します(詳細は各
校舎にお問い合わせください)。この夏は、主に秋以降に学校で学ぶ
単元を予習します。苦手単元を作らず学校成績を伸ばしていきましょ
う！大学入試数学の基礎固めです！[前編][後編]２講座受講すること
をお勧めします。

苦手単元を作らず学校成績を伸ばす！
レベル

高２数学 ＡＩ演習

atama＋数学演習講座は、AIがひとりひとりのつまずきを判別し、目
標に向けて最短で単元を習得するためのカリキュラムを作成します。
これにより自立学習がより効率化し、また、その場にチューターも待
機していますので、状況に応じてアドバイスを受けることができます。

苦手単元を克服！
レベル

高３私立大英語

入試英語の要となる読解問題攻略のために必要な視点を身につけ
る。文ごとのつながりから空所補充や語句の言い換えを見抜く方法
や、パラグラフの展開から語句説明や内容一致問題へアプローチす
る方法を学んでいく。

入試に向けて基本的な読解力を養成す
る

レベル

高３関関同立英語
［英作文法］

受験生が苦手とする動詞・準動詞・接続詞・関係詞などの分野に関し
て、典型問題から発展的内容まで幅広く扱い、知識の整理と統合を行
う。そうすることで、様々な形式の問題への対処法を身につけていく。

英文法を本質的にとらえ直し、理論的に解
答することで得点に結びつける

レベル

高３関関同立英語
［長文読解］

パラグラフリーディングを土台とした長文読解問題への対処法を学
んでいく。文レベルから各段落の構成、さらには文章全体のテーマの
把握へと視点を広げるための手順や設問攻略のポイントなどを身に
つける。

多角的な長文読解問題の切り崩し方を
習得し、得点力を上げる

レベル

高３阪大神大英語

文構造を正確に読み解き、論理的で明快な和訳を作成するためのポ
イントを押さえつつ、疎かになりがちな副詞や指示語などの処理方
法を学ぶ。また、典型的な構文や表現を活用した英訳の視点を身につ
ける。

二次試験に向けて深く思考する力と答
案記述力を高める

レベル
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