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　学年が上がるにつれ、難易度も進度も速くなり、 初につま

ずいてしまうと、どんどんついていけなくなってしまいます。

今この時期に勉強を怠ることが、あとあとに大きな悪影響を与

えてきます。さらにはセンター試験が終了し、今年から新入試

制度が始まり、１年生の内申点も受験に関わってくるようにな

りました。つまり、

「この春で、いかに良いスタートダッシュができるか。」
が受験のカギを握っていると言っても過言ではありません。

fit では、まず勉強のやり方から指導します。

「自分に合った勉強」をこの春休み期間に続けられると、

それは春休み明けからも「学習習慣」として残ります。そうして

学習習慣を身につけてこそ、良いスタートが切れたと言えます。

「忙しい今だからこそ頑張りどき！」

スタッフ一同、みなさんが良いスタートを切れるよう全力で

サ ートしていきます！

総合予備校 fit
田尾  昭憲

“リスタート ”

2021  f i t とは
　総合学習塾 f i t は、勉強場所に困った松山市の高校生たちの希望を受けて、当時大学生だった　

田尾代表と高校生 4 名により創立されました。「生徒にとって理想の塾を」という想いから、

初の生徒たちが中心となって f i t の中身を作りました。

無料で使える自習室、わからないところをいつでもわかるまで質問できる環境、生徒主体のイベント、

" f i t " という名前まで、全て生徒たちで考えて作りました。

　生徒たちが作った塾だからこそ、創立から 16 年の月日が経っても、「生徒の主体性」が

脈々と息づいており、受け継がれています。勉強や成績アップを目的としながらも、

「主体性」「コ ュニケーション力」「思考力」を育て、これから社会に羽ばたく生徒たちに

とっての居場所となり原点であり続ける場所でありたいと思います。



❶ 授業料のお支払い方法について
　 (1) 入塾書・冬期講習申込書のご提出 ( 記入・押印漏れの無いよう、ご記入をお願い致します。)
 　(2) ご家庭への確認連絡 ( 受講講座・授業料金の確認のための電話をさせて頂きます。)
　 (3) 請求書の発行 ( 封筒に入れて、生徒本人に配布致します。配布が遅れた場合は、郵送させて頂きます。)   
　 (4) 請求書に記載してある支払い方法で授業料お支払い ( お支払い確認が完了次第、領収書を発行致します。)   
　 ※ 上記に関して、ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。( 担当 : 亀井 )

❷ 時間割について
　 春期講習の授業は、予め定められた時間割（右図）に沿って設定
　 致します。部活等の都合で参加が困難な日程があれば、申込書に
　 記入した上でご提出ください。

 
3 月下旬  〜  4 月上旬　（※ 詳しい日程は各授業ごとに後日お知らせ致します。）

開講期間 

　付属の申込用紙の受講を希望する科目に印を付けてください。その他、必要事項（合計講座回数・支払回

数など）を必ず記入の上、【一次締め切り：3 月 14 日 ( 日 ) 】までに提出してください。

申込方法

受講にあたって

　原則として、欠席分の補習は致しかねます。止むを得ず欠席する場合は、前日 18 時までに電話連絡をして
ください。授業資料は、必要に応じて配布します。詳しくは、担当講師までご確認ください。

TEL：089 - 933 - 9877

その他

料金一覧

 

料金学年 備考

16,500 円１講座

新高２生

新高３生
20,000 円
(ダブ割！料金 )

２講座 割引適用後料金
( 通常料金 30,000)

無料新入生コース
（英・数）新高１生

＋ 11,000 円 / 講座３講座以上 ダブ割！料金
＋ 11,000 円 / 講座

オス
スメ

オス
スメ

講座

【注意事項】

時間

1 10：20  〜  11：50

2 12：30  〜  14：00

3 14：20  〜  15：50

4 16：10  〜  17：40

5 18：00  〜  19：30

6 19：50  〜  21：20

※詳しくは次のページに



　　進学お祝いキャンペーン

新高１生のみなさん、ご進学おめでとうございます！進学のお祝いとして、fi    t   の春期講習を
お得に受講できるキ ンペーンを特別にご用意しました。

春期講習３大キャンペーン

ダブ割！コース

春からスタートしたい人に素敵な特典♪

現 fit 生にもお得なキャンペーン♪

今年の春期講習は、お得な２教科パック「ダブ割！コース」を提案します！

この春から fit 春期講習を受講する新規入塾者には、特別割引特典が！

新しいお友達を紹介してくれた fits には「お友達とはんぶんこ」キ ンペーン！

通常料金
２講座 30,000 円

ダブ割！料金
２講座 20,000 円

10,000 円 OFF

ダブ割！料金
２講座 20,000 円

ダブ割！料金
２講座 10,000 円

さらに半額！

ダブ割！料金
２講座 20,000 円

はんぶんこ料金
２講座 10,000 円

はんぶんこ！

１

２

3

新高２・高３生のみなさんにも、お得に受講できるキ ンペーンを特別にご用意しました。
活用して、いいスタートを切りましょう！！

通常料金
２講座 30,000 円

２講座０円

新高１生は特別に春期講習が
・・・



講座案内



新高１生講座

いよいよ４月から高校生！ 受験を終えて浮かれていませんか？高校からは
一層レベルの高い授業が始まります。今年の春は，fit の春期講習で周りに
一歩リードして、 高のスタートを切りましょう！

高校数学への第一歩高校数学への第一歩
　高校数学では格段に計算量が多くなり、それにと

もない計算間違いも多くなるので、計算力の強化が

重要となってきます。 この講座では、因数分解など

の高校数学の計算問題の演習を行います。 入学前の

この時期に、高校数学の内容を先取りして学習する

ことで、明るく楽しい高校生活を、ゆとりを持って

スタートさせましょう。

【受講感想】
（2019年 3月 / 松山東 S. T くん）

【受講感想】
（2019年 3月 / 松山東 A. Mさん）

高校英語導入講座高校英語導入講座
　2020 年度大学入試改革にあたり、今までのよう

な暗記重視の勉強方法では対応できなくなります。

この講座では、英語の仕組みを “理解” し、感覚を

知ることで簡単に英文を読めるようになることを実

感してもらいます。これから求められる「英語の 4 技能」

を、f i t では徹底的に追求していきます。

※ 「超感覚英語」は fit の高校生対象の英語講座です。

【受講感想】
（2019年 3月 / 松山南 K. Mさん）

【受講感想】
（2019年 3月 / 松山東 K. Mさん）

無料
ご招待

「暗記重視」から「理解重視」へ

リスニング＆スピーキング徹底対策

オリジナル演習テキストで定着度確認

学校・学年別の少人数指導型授業

基礎から応用まで幅広いレベルに対応

授業外プラスα復習サポート体制完備



新高２生共通講座

講座

担当

講座

内容

春はあけぼの古文（全４回）

大政  花奈

　「古文がニガテで 1・2 年生の間に全然勉強してない…」
という声をよく聞きます。
　この講座では、古典文法や古語単語をとにかく覚える
詰め込み方式ではなく、古文の世界に触れながら、楽し
く古文を学んでいきます。ニガテ意識をなくし、古文の
受験勉強の第一歩を踏み出します。古文に対する苦手意
識が強い方、「できれば古文なんてやりたくない！」と
いう方、文系で国語が必須な方、理系でも国語が生命線
な方、どんな方でも、この春は、周りに差をつけていき
ましょう！

講座

担当

講座

内容

新入試対応！面白いほどつながる歴史（全４回）

上場  柾人

　この講座では、新年度からスタートする日本史・世界
史の先取り授業を行います。高校社会は中学社会と比べ
て深く幅広い知識力が求められます。ただ単に用語や出
来事を暗記するのではなく、歴史のストーリーとして理
解することで、ドラ チックな歴史の面白さを体感して
ください！今こそ “歴史嫌い” から “歴史好き” へ！

※日本史・世界史いずれかを選択してください。

英　語

国　語　・　社　会

講座

担当

講座

内容

春限定！ f i t 英語「いいとこ取り」Lesson（全４回）

田尾 昭憲 / 仙波 裕太郎 / Mark  Tsohas 

　 この講座は、「英語の使い方」「英語の楽しみ方」を感
じる講座です。
英語を読むだけでなく、聞いたり、喋ったりと、英語を
使う場面に溢れた盛りだくさんの 4 回講座です。英語が
苦手な人も得意な人も楽しめる充実したコンテンツを通
して、英語の使える幅を広げ、これからの チベーショ
ンアップにつながります。新傾向の入試に柔軟に対応す
るためにも、「使える英語」を学びましょう。新入試に不
安を覚えるすべての方にオスス です。
＜講座内容＞
① 超感覚で読み解く世界情勢！考える力を養おう
② 超感覚で読む一度は読みたい文学
③ 歌詞を感じて Let's sing a song! 発音も上達！
④ 学年別・超実践特訓 　(* 順不同 )

講座

担当

講座

内容

英検対策 2 級 / 準 2 級（全４回）

仙波 裕太郎  /  石丸 貴大  /  松本  彩加

　5/30( 日 ) の英検 2 級・準 2 級の対策講座です。準 2
級以上であれば大学入試で活用できるため、今のうちの
取得を勧めています。講座はリスニング 2 回、リーディ
ング 2 回を行います。英検の出題傾向・問題の解き方・
テクニック・勉強の仕方・そして 2 次試験の面接指導と、
合格まで徹底してサ ートします！英検の傾向を研究
し、fit 独自の解き方の " コツ " をお伝えします！新入
試への不安が大きいからこそ、英検を取得して入試を有
利に進めましょう。

講座

担当

講座

内容

新入試対応！面白いほどつながる地理（全４回）

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

新入試対応！面白いほどつながる政経現社（全４回）

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

講座

担当

講座

内容

講座

担当

講座

内容

講座

担当

講座

内容

　春期政経・現社講座では、経済分野を扱います。政治分
野と比べて、知識の暗記だけでは理解が難しい経済のしく
みをイラストと図解で紐解いていきます。市場 カニズ
とは何か、円高・円安とはどういう状況をいうのか、理解
困難なお金の話をこの講座でスッキリ解決しましょう。（新
2 年生で政経・現社選択者も受講可）
① 経済理論
② 市場 カニズ
③ 市場の失敗
④ 為替相場
※ 授業内容は変更する場合があります。

　春期地理講座では、自然環境の内容を扱います。全ての
産業・文化の根幹にはその地域の自然環境、つまり地形と
気候が深く関わっています。この地形と気候を理解するこ
とで「地球の理」を紐解いていきましょう。新入試の傾向
を見据えた演習も取り入れ、実践的な力を身につけていき
ます。（新 2 年生で地理選択者も受講可）
① 地形Ⅰ（大地形・平野）
② 地形Ⅱ（海岸地形・カルスト地形）
③ 気候Ⅰ（ケッペンの気候区分Ⅰ）
④ 気候Ⅱ（ケッペンの気候区分Ⅱ）
※ 授業内容は変更する場合があります。



新高２生対象講座

数　学

理　科

講座

担当

講座

内容

徹底！二次関数（全４回）

久葉  正稔

　数Ⅱに入ってから全くついていけず、数学をあきら
めている人はいませんか ? つまづく原因のほとんど
が、「数Ⅰの内容をおろそかにしたまま数Ⅱをしてい
る」ことです。そんな状態に陥ってしまっている人に
朗報です！ 2 次関数を開講することに決まりました！
今のうちにとことん苦手を克服していきましょう。数
学アレルギーの人はぜひ受講してください。

講座

担当

講座

内容

ハイレベル数学ⅠA（全４回）

菊池  泰宏

　この講座は、模試で頻出のⅠA 範囲の問題をまんべ
んなく扱います。理系文系問わず、数学で必要な見方・
考え方を身につける講座なので、教科書の基礎の内容
から少しだけレベルアップして、標準的なレベルの数
学に挑戦したい人はぜひ受講してください！一緒に数
学に対する視野を広げましょう！！

講座

担当

講座

内容

徹底！場合の数と確率（全４回）

菊池  泰宏

　「場合の数、確率の分野は模試でもいつも落として
しまう⋯。」そのような声をよく聞きます。
しかし、体系さえしっかりとつかむことができたら、
必ず得意になる分野です。苦手なものは今のうちに徹
底的につぶしておきましょう。場合の数、確率が苦手
な人はぜひ受講してください。

講座

担当

講座

内容

講座

担当

講座

内容

化学基礎から化学へ（全４回）

一柳  孝輔

　この講座では、酸化還元反応の化学基礎の分野を演
習した後に電池・電気分解の化学分野の演習をします。
基礎からしっかりと解説するので、苦手意識を感じて
いる人も大丈夫です。理系に進む人は、おすすめの講
座です。ただ、覚えるだけでなく理解しながら学習す
ることにより応用問題にも対応できるようになりま
す。一緒に化学を好きになりませんか？

講座

担当

講座

内容

数学ⅠA の総復習（全４回）

久葉  正稔

　この講座は、数学Ⅰ・A の基本を徹底的に復習をす
る講座です。公式の使い方などの基礎から解き始めの
考え方などの標準問題まで幅広く扱います。これから
数学Ⅰ・A の基本の復習ができないままどんどん授業
が進んでしまいます。苦手な数学Ⅰ・A をどうにかし
たい、なにから復習をし始めればいいのか分からない
人はぜひ受講をしてください！

講座

担当

講座

内容

先取り物理（全４回）

石田  純基 / 菊池  泰宏 / 楠岡  成真

　２年生から理系に進学、物理を選択する人必見！
高校理科において、つまづきやすいのは、化学の ル、
そして物理の基礎単元です。
　この講座は物理を４月からス ーズに受け始めるた
め、先取りで授業を行います。物理に不安のある人は、
ぜひ受講してください！いいスタートダッシュが切れ
るよう、一緒に頑張りましょう！



新高３生対象講座

英　語

講座

担当

講座

内容

春限定！ f i t 英語「いいとこ取り」Lesson（全４回）

田尾 昭憲 / 仙波 裕太郎 / Mark  Tsohas 

　 この講座は、「英語の使い方」「英語の楽しみ方」を感
じる講座です。
英語を読むだけでなく、聞いたり、喋ったりと、英語を
使う場面に溢れた盛りだくさんの 4 回講座です。英語が
苦手な人も得意な人も楽しめる充実したコンテンツを通
して、英語の使える幅を広げ、これからの チベーショ
ンアップにつながります。新傾向の入試に柔軟に対応す
るためにも、「使える英語」を学びましょう。新入試に不
安を覚えるすべての方にオスス です。
＜講座内容＞
① 超感覚で読み解く世界情勢！考える力を養おう
② 超感覚で読む一度は読みたい文学
③ 歌詞を感じて Let's sing a song! 発音も上達！
④ 学年別・超実践特訓 　(* 順不同 )

講座

担当

講座

内容

英検対策（全４回）

仙波 裕太郎  /  石丸 貴大  /  松本  彩加

　5/31 ( 日 ) の英検 2 級・準 2 級の対策講座です。準 2
級以上であれば大学入試で活用できるため、今のうちの
取得を勧めています。講座はリスニング 2 回、リーディ
ング 2 回を行います。英検の出題傾向・問題の解き方・
テクニック・勉強の仕方・そして 2 次試験の面接指導と、
合格まで徹底してサ ートします！英検の傾向を研究
し、fit 独自の解き方の " コツ " をお伝えします！新入
試への不安が大きいからこそ、英検を取得して入試を有
利に進めましょう。

※ 講座実施は 5 月予定です。
※ 2 級、準 2 級は別講座として開講します。

講座

担当

講座

内容

春はあけぼの古文（全４回）

大政  花奈

　「古文がニガテで 1・2 年生の間に全然勉強してない…」
という声をよく聞きます。
　この講座では、古典文法や古語単語をとにかく覚える
詰め込み方式ではなく、古文の世界に触れながら、楽し
く古文を学んでいきます。ニガテ意識をなくし、古文の
受験勉強の第一歩を踏み出します。古文に対する苦手意
識が強い方、「できれば古文なんてやりたくない！」と
いう方、文系で国語が必須な方、理系でも国語が生命線
な方、どんな方でも、この春は、周りに差をつけていき
ましょう！

講座

担当

講座

内容

ハイレベル古典（全４回）

橋田  康平

　「なんとなく出来る」「感覚で解いている」が通用しな
くなるのが記述式問題ですが、この講座ではそんな” 書
く力” を育てます。少人数で一人ひとりの解答をしっか
りと添削するので、自分の弱点を明確に見つけて対策が
出来ます。自分では気付き難い悪癖や弱点を克服して、
新年度のスタートを切りましょう！
※事前に問題を解いて提出してもらい、添削をして返却
した上で授業を進めます。

国　語

全国 21大学で講師として活躍！全国 21大学で講師として活躍！
　総合予備校 f i t は講師の実力に自信があります。地元の愛
媛大学をはじめとして、大阪大学、広島大学、高知大学、
北九州市立大学など、全国 21 大学で大学生を対象に英語講
師として担当してきました。（2019 年度は 13 大学 14 キ
ンパスで講義担当）１大学につき 300 名〜500 名の受験生に
選ばれ、「大学受験の時期に教えて欲しかった」という感想が
多数あがるほど、支持率抜群です。英語だけでなく、他教
科の講師も高等学校で特別講師として招かれるなど、その
実力を裏打ちするキ リアを持ちます。

全国 21大学で講師として活躍！全国 21大学で講師として活躍！
　総合予備校 f i t は講師の実力に自信があります。地元の愛
媛大学をはじめとして、大阪大学、広島大学、高知大学、
北九州市立大学など、全国 21 大学で大学生を対象に英語講
師として担当してきました。（2019 年度は 13 大学 14 キ
ンパスで講義担当）１大学につき 300 名〜500 名の受験生に
選ばれ、「大学受験の時期に教えて欲しかった」という感想が
多数あがるほど、支持率抜群です。英語だけでなく、他教
科の講師も高等学校で特別講師として招かれるなど、その
実力を裏打ちするキ リアを持ちます。

全国 22大学で講師として活躍！全国 22大学で講師として活躍！
　
 総合予備校 f i t は講師の実力に自信があります。地元の愛媛大学をは
じめとして、大阪大学、広島大学、高知大学、北九州市立大学など、
全国 21 大学で大学生を対象に英語講師として担当してきました。

（2020 年度は 14 大学 15 キ ンパスで講義担当）１大学につき 300 名
〜500 名の受験生に選ばれ、「大学受験の時期に教えて欲しかった」と
いう感想が多数あがるほど、支持率抜群です。また、国語科は県内高校
から毎年特別講師として招かれ、小論文における論理的文章の書き方を
指導しています。理数科の講師も県内高校への派遣回数は述べ 100 回を
超えるなど、どの教科もその実力を裏打ちするキ リアを持ちます。



新高３生対象講座

数　学 ・ 理　科

講座

担当

講座

内容

ハイレベル数学（全４回）

石田  純基

　この講座は、4 月から開講する「ハイレベル数学」
の導入講座です。難関大学を目指し、かつ数学を受験
で使う人は必見です！！ⅠAⅡB 範囲における入試問
題の着眼点、1 つの問題への様々なアプローチ法など、
あなたの「数学脳」を刺激します。もっと数学を得意
にしたいという人、大歓迎です。「入試で使える数学
の二次力」をつけるきっかけにするためにも、ぜひ受
講してください !

講座

担当

講座

内容

数学ⅠA の総復習（全４回）

久葉  正稔

　この講座は、数学Ⅰ・A の基本を徹底的に復習をす
る講座です。公式の使い方などの基礎から解き始めの
考え方などの標準問題まで幅広く扱います。これから
数学Ⅰ・A の基本の復習ができないままどんどん授業
が進んでしまいます。苦手な数学Ⅰ・A をどうにかし
たい、なにから復習をし始めればいいのか分からない
人はぜひ受講をしてください！

講座

担当

講座

内容

数学ⅡB の総復習（全４回）

菊池 泰宏

　この講座は、模試で頻出のⅠA 範囲の問題をまんべ
んなく扱います。理系文系問わず、数学で必要な見方・
考え方を身につける講座なので、教科書の基礎の内容
から少しだけレベルアップして、標準的なレベルの数
学に挑戦したい人はぜひ受講してください！一緒に数
学に対する視野を広げましょう！！

講座

担当

講座

内容

徹底！二次関数（全４回）

久葉  正稔

　数Ⅱに入ってから全くついていけず、数学をあきら
めている人はいませんか ? つまづく原因のほとんど
が、「数Ⅰの内容をおろそかにしたまま数Ⅱをしてい
る」ことです。そんな状態に陥ってしまっている人に
朗報です！ 2 次関数を開講することに決まりました！
今のうちにとことん苦手を克服していきましょう。数
学アレルギーの人はぜひ受講してください。

講座

担当

講座

内容

徹底！場合の数と確率（全４回）

菊池  泰宏

　「場合の数、確率の分野は模試でもいつも落として
しまう⋯。」そのような声をよく聞きます。
しかし、体系さえしっかりとつかむことができたら、
必ず得意になる分野です。苦手なものは今のうちに徹
底的につぶしておきましょう。場合の数、確率が苦手
な人はぜひ受講してください。

講座

担当

講座

内容

講座

担当

講座

内容

物理の本質〜物理公式のとらえ方〜（全４回）

石田  純基

　通常授業「受験対策物理」への導入講座です。物理
が苦手な人、もしくは物理を得点源にしたい人にお勧
めの講座です。この講座では力学の本質を学んでもら
います。物理は単に式を覚えるだけでは問題は解けま
せん。その背景にある考え方、本質を理解する事で初
めて公式が使えます。公式の成り立ちから、どのよう
に使うのかを学んでもらいます。通常授業の受講を
迷っている人はぜひ受講してください！

講座

担当

講座

内容

単元別生物特講 「代謝」（全４回）

石田  純基

　この講座では、生物範囲の「代謝」における基礎内
容～実践的な問題まで扱っていきます。化学関連の事
項が多く、知識の整理ができてない人も多いのでは？
入試頻出の内容でもあるので、これを機会にぜひ身に
つけましょう。
生物の「代謝」が苦手…そんな人はぜひ受講してくだ
さい。

講座

担当

講座

内容

本当にわかる化学〜「暗記」から「理解」へ（全４回）

石田  純基

　通常授業「受験対策化学」への導入講座です。わか
らないまま授業は次へ次へと進み、何がわからないの
かわからない、そんな状態には陥っていませんか？
　また、定期テストでは得点できていたが、模試にな
ると全く得点できなかった…。そんな人はいません
か？当てはまった人は黄色信号です！今のうちに得意
科目にしちゃいましょう！化学を得意にしたい人はぜ
ひ受講してください。



講座

担当

講座

内容

上場  柾人

　春期地理講座では、自然環境の内容を扱います。全ての
産業・文化の根幹にはその地域の自然環境、つまり地形と
気候が深く関わっています。この地形と気候を理解するこ
とで「地球の理」を紐解いていきましょう。新入試の傾向
を見据えた演習も取り入れ、実践的な力を身につけていき
ます。（新 2 年生で地理選択者も受講可）
① 地形Ⅰ（大地形・平野）
② 地形Ⅱ（海岸地形・カルスト地形）
③ 気候Ⅰ（ケッペンの気候区分Ⅰ）
④ 気候Ⅱ（ケッペンの気候区分Ⅱ）
※ 授業内容は変更する場合があります。

講座

担当

講座

内容

上場  柾人

　春期政経・現社講座では、経済分野を扱います。政治分
野と比べて、知識の暗記だけでは理解が難しい経済のしく
みをイラストと図解で紐解いていきます。市場 カニズ
とは何か、円高・円安とはどういう仕組みなのか、理解困
難なお金の話をこの講座でスッキリ解決しましょう。

（新 2 年生で政経・現社選択者も受講可）
① 経済理論
② 市場 カニズ
③ 市場の失敗
④ 為替相場
※ 授業内容は変更する場合があります。

講座

担当

講座

内容

新入試対応！面白いほどつながる世界史（全４回）

上場  柾人

　春期世界史講座では、ヨーロッパ・中国の古代史の内容
を扱います。3 年生になってから本格的に世界史の勉強を
始める前に、2 年生で扱った古代史をダイジェスト版にし
て総復習していきます。また、新入試の傾向を見据えた演
習も取り入れ、実践的な力を身につけていきます。（新 2
年生で世界史選択者も受講可）
① 古代ギリシア
② 古代ロー
③ 古代中国Ⅰ
④ 古代中国Ⅱ
※ 授業内容は変更する場合があります。

講座

担当

講座

内容

上場  柾人

　春期日本史講座では、奈良・平安時代の内容を扱います。
熾烈な権力争いが繰り広げられる藤原摂関政治から源氏・
平氏を中心とする武士階級の台頭までの流れを、スッキリ
＆ドラ チックに整理していきます。３年生になる前に、
苦手分野の完全克服を目指しましょう！（新 2 年生で日
本史選択者も受講可）
① 藤原氏の台頭
② 摂関政治の確立
③ 武士階級の台頭
④ 院政の確立
※ 授業内容は変更する場合があります。

講座

担当

講座

内容

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

新入試対応！面白いほどつながる政経現社（全４回）

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

新入試対応！面白いほどつながる地理（全４回）

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

上場  柾人

講座

担当

講座

内容

新入試対応！面白いほどつながる日本史（全４回）

上場  柾人

新高３生対象講座

社会




