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年間カリキュラム
学年 高2 高3

講座名 高2物理 高2化学 高3物理α 高3物理β 高3化学α 高3化学β 高3生物α 高3生物β

０
学
期

第1講 物理基礎第1講
（等加速度運動）

物理第1講
（速度・加速度） 物質と原子・イオン 演習 生体物質・細胞小器官① 細胞小器官②・

原核生物

第2講 物理基礎第2講
（重力による運動）

物理第2講
（重力による運動） 結合 演習 細胞膜を介した物質の

輸送・浸透圧
アミノ酸・

タンパク質の構造

第3講 物理基礎第3講
（力のつり合い） 物理入試問題演習（1） 物質量と

化学反応式 演習 酵素とその性質・反応速度 阻害・フィードバック・
補酵素

第4講 物理基礎第4講
（運動法則）

物理第3講
（剛体のつり合い） モル・濃度/中和・塩 演習 細胞間の相互作用に

関わるタンパク質 入試問題演習

第5講 物理基礎第5講
（摩擦力と抵抗力）

物理入試問題演習（2）の
剛体のつり合い部分 中和・塩 演習 入試問題演習 入試問題演習

春
期
講
習

第1講 物理基礎第8講①
（比熱）

物理第8講（気体の状態）
分子運動は除く 酸化・還元 演習 体液・血液循環 肝臓・腎臓

第2講 物理基礎第8講②
（熱力学第一法則）

物理第9講（気体の
状態変化とエネルギー） 電池 演習 自律神経・ホルモン 内部環境の調節

第3講 物理基礎入試問題演習（4） 物理入試問題演習（4） 電気分解 演習 入試問題演習 入試問題演習

１
学
期

第1講 物理基礎第6講
（仕事とエネルギー）

物理第4講
（運動量） 状態変化 演習 代謝・ATP・光合成色素 植物の光合成

第2講 物理基礎第7講（力学的
エネルギー保存の法則）

物理第5講
（円運動と慣性力） 気体（1） 演習 細菌の同化・窒素同化 呼吸

第3講 物理基礎入試問題演習（3） 物理第6講
（単振動） 気体（2） 演習 発酵・呼吸商 入試問題演習

第4講 物理基礎第9講
（波の伝わり方と表現）

物理第7講
（万有引力） 結晶 演習 入試問題演習 入試問題演習

第5講 物理基礎第10講（固有振動） 物理入試問題演習（3） 溶液（1） 演習 遺伝子とDNAの構造 細胞周期・半保存的複製

第6講 物理基礎入試問題演習（5） 物理第10講
（正弦波） 溶液（2） 演習 形質発現 一遺伝子一酵素説・突然変異

第7講 物理基礎第11講
（オームの法則）

物理第11講
（波の干渉） 熱化学（1） 演習 発現の調節 バイオテクノロジー

第8講 物理基礎第12講
（抵抗の接続，ジュール熱）

物理第12講
（波の性質） 熱化学（2） 演習 入試問題演習 入試問題演習

第9講 物理基礎第13講
（磁界とモーターの原理）

物理第13講・14講（音の伝わり方・
音のドップラー効果） 反応速度 演習 入試問題演習 入試問題演習

第10講 物理基礎第14講
（電磁誘導と交流電流）

物理第15講
（光の性質） 化学平衡（1） 演習 染色体と遺伝子・生殖 減数分裂

第11講 物理第16講
（レンズと球面鏡）

物理第17講①
（光の回折と干渉） 化学平衡（2） 演習 メンデルの法則 連鎖と組換え

第12講 物理第17講②
（光の回折と干渉）

物理入試問題演習
（5）～（7） 化学平衡（3） 演習 入試問題演習 入試問題演習

夏
期
講
習

第1講 物理第18講
（電場と電位）

物理第19講
（コンデンサー） 脂肪族有機化合物（1） 脂肪族有機化合物（2） 免疫① 配偶子形成・受精・卵割

第2講 入試問題演習（8）
予習前提

物理第20講
（電流） 脂肪族有機化合物（3） 脂肪族有機化合物（4） 免疫② ウニの発生・

カエルの発生①

第3講 物理第21講
（直流回路）

物理第22講（コンデンサー・
ダイオードを含む回路） 脂肪族有機化合物（5） 脂肪族有機化合物（6） 階層構造・遷移 カエルの発生②・

体軸の決定

第4講 入試問題演習（9）
予習前提

物理第23講
（電流と磁場） 脂肪族有機化合物（7） 脂肪族有機化合物（8） バイオーム 予定運命・細胞質の働き

第5講 入試問題演習（10）
予習前提

物理第24講①
（電磁誘導）≪時間調整≫ 芳香族有機化合物（1） 芳香族有機化合物（2） 入試問題演習 誘導・形態形成

第6講 物理第24講②
（電磁誘導）

入試問題演習（11）の
電磁誘導部分 芳香族有機化合物（3） 芳香族有機化合物（4） 入試問題演習 入試問題演習

２
学
期

第1講 物理第25講
（コイルを含む回路）

物理第26講
（交流） 高分子化合物（1） 高分子化合物（2） 植物の配偶子形成・

重複受精 種子・植物の発生

第2講 入試問題演習（11）
交流部分

物理第27講
（電子） 高分子化合物（3） 高分子化合物（4） 入試問題演習 入試問題演習

第3講 物理第28講
（粒子性と波動性①）

物理第28講
（粒子性と波動性②） 高分子化合物演習 高分子化合物演習 適刺激・目の構造 目の調節・耳

第4講 物理第29講（原子構造と
エネルギー準位）

物理第30講
（原子核と核反応） 無機化学① 無機化学② 神経系・ニューロン・

活動電位 伝導と伝達のしくみ

第5講 入試問題演習（12） 単元テスト 無機化学③ 無機化学④ 中枢神経系の
構造と働き・反射 筋肉・その他の効果器

第6講 入試問題演習（力学） 無機化学⑤ 無機化学⑥ 動物の行動 入試問題演習

第7講 入試問題演習（熱力学） 総合演習（理論） 総合演習（無機有機） 入試問題演習 入試問題演習

第8講 物理基礎第1講
(等加速度運動) 物質と原子・イオン 入試問題演習（波動） 総合演習（理論） 総合演習（無機有機） 屈性・傾性・オーキシン その他の植物ホルモン

第9講 物理基礎第2講
(重力による運動) 結合 入試問題演習（電気①） 総合演習（理論） 総合演習（無機有機） 光発芽種子・

光周性・花芽形成 入試問題演習

第10講 物理基礎第3講
(力のつり合い)

物質量と
化学反応式 入試問題演習（電気②） 総合演習（理論） 総合演習（無機有機） 生態系・個体群・生存曲線 相互作用

第11講 物理基礎第4講
(運動法則) モル・濃度/中和・塩 入試問題演習（磁気） 総合演習（理論） 総合演習（無機有機） 物質生産・物質循環 生態系の保全・生物多様性

第12講 物理基礎第5講
(摩擦力と抵抗力) 中和・塩 入試問題演習（原子） 総合演習（理論） 総合演習（無機有機） 入試問題演習 入試問題演習

冬
期
講
習

第1講 物理基礎第8講①
(比熱) 酸化・還元

総合問題演習

入試総合演習（理論） 入試総合演習（無機有機） 生命の起源・
地質時代①

地質時代②・
霊長類の進化

第2講 物理基礎第8講②
(熱力学第一法則) 電池 入試総合演習（理論） 入試総合演習（無機有機） 進化のしくみ 進化の証拠

第3講 物理基礎入試問題
演習(4) 電気分解 入試総合演習（理論） 入試総合演習（無機有機） 系統と分類① 系統と分類②

直
前
・
1
月

第1講 物理基礎第6講
(仕事とエネルギー) 状態変化

総合問題演習

入試総合演習（理論） 入試総合演習（無機有機） 入試問題演習 入試問題演習

第2講
物理基礎第7講

(力学的エネルギー
保存の法則)

気体(1) 入試総合演習（理論） 入試総合演習（無機有機） 入試問題演習 入試問題演習

第3講 物理基礎入試問題
演習(3) 気体(2) 入試総合演習（理論） 入試総合演習（無機有機） 入試問題演習 入試問題演習

学年 講 座 名 講 座 概 要

高2

物理
物理基礎の分野を最初から扱います。力学の分野から学習を開始し、冬期講習では熱力学、3学期には力
学の続きを行います。次年度高3物理αが時間的に間に合わない生徒は是非受講をしてください。
また早慶、国公立大学で理科が2科目必要な生徒も是非受講してください。【11月開講講座】

化学
物質と原子・イオンから学習を開始し、冬期講習では酸化・還元、電池、電気分解を扱い、3学期は状態変
化、気体を扱います。次年度高3化学αが時間的に間に合わない生徒は是非受講をしてください。
また早慶、国公立大学で理科が2科目必要な生徒も是非受講してください。【11月開講講座】

高3

物理α・β

αでは夏期講習前までを使って、物理基礎の全範囲を履修します。センター試験で物理基礎だけが必要な
人はαのみを受講してください。
βでは物理の範囲を最初から扱います。
夏期講習以降に関してはα、βともに物理の範囲を扱い、10月末までに原子分野を含む全範囲を履修し
ます。

化学α・β
前期： 「理論化学」を中心に扱います。αで講義をβで入試問題を用いて演習を行います。知識を暗記・理解

し、確実に定着させます。
後期： 大学入試に向けて、実際の大学の入試問題を扱い、問題の解き方・点数の取り方を指導します。

生物α・β

「生物基礎」「生物」の枠を越えて授業を展開することで、生物の仕組みや事象を体系的に理解することが
できるようになります。分野ごとにまとめて授業を受けることができるので、効率よく学ぶことができます。
※ 「生物基礎」には完全対応していませんが、春期講習α・β、夏期講習αを受講することで、重要単元の対

策が行えます。
※αとβは2講座セットでの受講となります。片方のみの受講はできませんのでご注意ください。

難関国公立
化学α・β

難関国公立化学は、東工大をはじめとする東大以外の難関国公立大や、医学部などを志望する方を対象とし
た講座です。

高3

東大化学α・β
東大化学は東大志望者を対象とした講座です。夏までに理論・無機・有機の全分野を学習し、2学期以降
は、実戦力を養成するためにテストゼミ形式で授業を行います。特に、解答に記述力が求められる東大志望
者には、テストゼミ答案に対する詳細な添削指導も行います。

東大物理
受験物理の5分野「力学」「熱力学」「波動」「電磁気」「原子」の講義を早巻きで行います。その後、総合演
習を通して各分野の理解を深めていきます。9月以降は、東大の過去問17年分をテストゼミ形式で行い、解
答作成力を養成し高得点を狙いにいきます。東大・東工大志望の方向けの講座です。

東大生物 東大・国立医学部をはじめとする“最難関”大学を志望する生徒対象の講座です。東大をはじめとするハイ
レベルな入試問題演習を通じて実戦力を養成します。基本知識は習得済みであることが前提です。

理科の各講座では、現役生が無理なく志望校合格を果たせるよう、効率を重視したカリキュラム・講座編
成となっています。
高3α、βの授業では年間を通じて基本事項のまとめから実際の大学入試問題までを満遍なく扱います。
理科は非常に差がつきやすい科目です。2月開講のメリットをしっかりと活かして学習を進めていきましょう。
高2物理、化学では高3の授業の先取りとしていち早く学習を進めることで学習効率のアップを図ります。

講座概要 ※各「α・β」講座は2講座で受験範囲をカバーするため、セット受講が必須です。




