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年間カリキュラム
学年 高2 高3

講座名 高2日本史 高2世界史 高3日本史α・β 高3世界史α・β 高3政治経済α・β

０
学
期

第1講 α：中国史書① 
β：鎌倉幕府の成立・鎌倉幕府の機構

α：古代オリエント① 
β：中国史①

α：国家、民主政治、市民革命
β：資本主義経済

第2講 α：中国史書②・氏姓制度
β：北条氏の台頭

α：古代オリエント② 
β：中国史②

α：社会契約説、民主政治の基本原理 
β：社会主義経済

第3講 α：豪族の対立・7世紀の東アジア情勢
β：承久の乱・執権政治の確立①

α：古代ギリシア① 
β：中国史③

α：人権保障の歴史と国際化 
β：重商主義～歴史学派

第4講 α：聖徳太子の治世 
β：執権政治の確立②・鎌倉の都市整備

α：古代ギリシア②・ヘレニズム・イラン民族の展開 
β：中国史④

α：各国の政治制度
β：マルクス経済学～新自由主義

第5講 α：蘇我氏の台頭・大化の改新 
β：武士の生活・日宋貿易

α：古代ローマ①～共和政期
β：中国史⑤

α：明治憲法
β：経済主体、企業

春
期
講
習

第1講 α：白村江の戦い・天智朝・天武朝 
β：元寇・元寇の影響

α：イスラム史① 
β：古代インド史

α：憲法制定史、国民主権
β：株式会社、近年の企業動向

第2講 α：持統朝・奈良時代の社会史① 
β：得宗専制・永仁の徳政令

α：イスラム史② 
β：東南アジア史

α：平和主義①
β：需給曲線

第3講 α：奈良時代の社会史②
β：鎌倉幕府の滅亡・建武の新政

α：イスラム史③ 
β：北方遊牧民族・朝鮮半島

α：平和主義②
β：市場原理

１
学
期

第1講 α：奈良時代の政治史① 
β：南北朝の動乱・室町幕府の機構

α：古代ローマ②～帝政期・キリスト教史 
β：中国史⑥

α：基本的人権の尊重、精神的自由
β：市場の失敗

第2講 α：奈良時代の政治史②
β：守護領国制の成立・足利義満の治世

α：中世ヨーロッパ① 
β：中国史⑦

α：経済的自由
β：寡占市場

第3講 α：桓武朝・嵯峨朝 
β：倭寇・日明貿易

α：中世ヨーロッパ② 
β：中国史⑧

α：平等権・社会権
β：独占禁止法

第4講 α：藤原氏の他氏排斥・延喜・天暦の治
β：日朝貿易・琉球貿易・北方交易

α：中世ヨーロッパ③ 
β：中国史⑨

α：参政権・請求権
β：国富、国民所得

第5講 α：9世紀・10世紀の土地制度 
β：惣村の成立・土一揆

α：中世ヨーロッパ④
β：中国史⑩

α：プライバシー権、環境権、知る権利
β：国民所得、三面等価

第6講 α：11世紀の土地制度・武士団の形成
β：国一揆と一向一揆・関東の騒乱

α：中世ヨーロッパ⑤ 
β：中国史⑪

α：アクセス権、自己決定権
β：経済成長、景気・物価変動

第7講 α：承平・天慶の乱・摂関常置 
β：応仁の乱・下剋上の世 中世ヨーロッパ⑥⑦ α：国会の地位と構成

β：貨幣の歴史と機能、通貨制度

第8講 α：摂関政治の全盛期 
β：戦国大名の支配・都市の発達

中世ヨーロッパ⑧、
近代ヨーロッパの誕生①

α：国会の権限と運営
β：金融市場、市中銀行

第9講 α：武士団の台頭・後三条親政 
β：キリスト教の伝来と南蛮貿易 近代ヨーロッパの誕生②、主権国家の形成① α：内閣

β：中央銀行と金融政策

第10講 α：院政の開始
β：織豊政権① 主権国家の形成②③ α：内閣総理大臣と国務大臣 

β：財政の機能

第11講 α：保元・平治の乱・平氏政権 
β：織豊政権② 主権国家の形成④、ヨーロッパの植民活動 α：裁判所の地位と権限 

β：租税

第12講 α：治承・寿永の乱
β：朝鮮出兵・江戸幕府の成立 市民社会の成立①② α：裁判の仕組み、司法制度改革

β：予算、公債

夏
期
講
習

第1講 幕藩体制の構造 市民社会の成立③④ α：国際社会の成立と発展
β：国際貿易理論

第2講 江戸初期の外交

19世紀の欧米①～⑥

α：国際連盟
β：国際収支

第3講 文治政治・17世紀の藩政改革 α：国際連合 
β：外国為替理論

第4講 享保の改革・近世の民衆運動・田沼時代 α：PKO
β：戦後国際経済史

第5講 寛政の改革・大御所時代・天保の改革
アジア諸国の動揺①～④

α：戦後国際政治史
β：南北問題

第6講 18・19世紀の藩政改革・列強の接近 α：軍縮・国際紛争
β：地域的経済統合

２
学
期

第1講 ペリーの来航・開国の影響・幕末の政治史① 帝国主義①② α：地方自治の基本原則
β：戦後復興期、高度経済成長期

第2講 幕末の政治史②・戊辰戦争・明治維新

2つの世界大戦①～⑫

α：地方自治の課題
β：安定成長期、バブル経済とその崩壊

第3講 国民の創出・明治初期外交 α：選挙
β：労働運動

第4講 明治期の財政・殖産興業 α：政党
β：労働三法

第5講 士族の反乱と自由民権運動 α：戦後政治史
β：社会保障の歴史と類型

第6講 憲法成立・初期議会・条約改正交渉 α：行政権の肥大化
β：日本の社会保障制度

第7講 朝鮮進出・日清戦争・三国干渉・日英同盟

問題演習

第8講 中国史書① 古代オリエント① 日露戦争・日韓併合・初の政党内閣・桂園時代
冷戦①～④

第9講 中国史書②・氏姓制度 古代オリエント② 大正政変・中国進出・シベリア出兵・戦後体制

第10講 豪族の対立・7世紀の東アジア情勢 古代ギリシア① 本格的政党内閣・第二次護憲運動・憲政の常道

テーマ史解説+演習第11講 聖徳太子の治世 古代ギリシア②・ヘレニズム・イラン民
族の展開 満州事変・戦時体制・日中戦争

第12講 蘇我氏の台頭・大化の改新 古代ローマ①～共和政期 南北併進・日米交渉・太平洋戦争

冬
期
講
習

第1講 白村江の戦い・天智朝・天武朝 イスラム史① 占領政策・民主化政策・戦後経済

総復習 時事問題演習第2講 持統朝・奈良時代の社会史① イスラム史② 日本の独立・逆コース・55年体制の成立

第3講 奈良時代の社会史② イスラム史③ 高度経済成長～現在の内閣

３
学
期

第1講 奈良時代の政治史① 古代ローマ②～帝政期・キリスト教史

問題演習（古代～現代） 問題演習 時事問題演習第2講 奈良時代の政治史② 中世ヨーロッパ① 

第3講 桓武朝・嵯峨朝 中世ヨーロッパ② 

学年 講 座 名 講 座 概 要

高2

日本史
11月開講。部活が忙しい生徒、早めにスタートしたい生徒対象です。11月から1月までに高3の日本史α
の2月から4月までの内容を先取りします。時代は古代史（中国史書の時代）から平安時代初期までを学
習します。

世界史
11月開講。部活が忙しい生徒、早めにスタートしたい生徒対象です。11月から1月までに高3の世界史α
の2月から4月までの内容を先取りします。時代は古代オリエントから中世ヨーロッパの前半までを学習
します。

高3

日本史α・β
αは古代史を、βは中世史・近世初期を別々に対比しながら講義していきます。夏期講習からα・βセットで
一つの流れになり、近世から現代にかけての講義を行い、１年を通して中堅私大から難関大に必要な知識
を、地図や史料も用いて総合的に理解していきます。

世界史α・β
αは古代から中世までのヨーロッパ史・イスラーム史など、地中海・大西洋世界を中心とした西洋史を、β
では中国を中心に北方民族、古代インド史、東南アジア史、朝鮮史などのアジア史を別々に講義します。６
月からα・βセットで一つの流れになり、近代から現代にかけて講義を行い、地域・分野ごとの総合的な理
解力を養っていきます。

政治経済α・β αは政治分野を、βは経済分野を通年別々に扱っていきます。センター・中堅私大レベルから難関大学で出
題される時事問題まで、すべてを網羅した講義と演習で、政経を得点源に変えていきます。

東大日本史α・β

東大日本史と闘い続けて20年で到達した「テストゼミ」という伝達形式を十二分に使って志望者を東大・
早慶上智大に送り出しています。未来を紡ぐ歴史を伝えつつ、東大型の入試問題で得点力をアップさせるに
は知識を思考・論理によってつなぐ作業に尽きます。学会の動向や研究進度なども加味しながら教科書に
ない歴史を体感しつつ東大合格を勝ち取るための講座です。東大・京大・一橋大・筑波大・学芸大などにも
合格者を出しています。志望者の方はご相談ください。

東大世界史α・β
東大を中心とした大学の専門的な歴史学の研究を踏まえた授業を行い、東大の入試問題に確実に対応でき
るように知識と論述の両面から実力を養成していきます。通史はスピーディーながらストーリーと事実関係
がよく理解できるように進め、論述は400問にもおよぶ独自の基礎論述問題集を使用して論点を網羅しま
す。そして、論述問題集や過去問の添削を通じて、表現の技術を身に付けてもらいます。

現役生と浪人生との差が最も大きい科目が社会です。臨海セミナーのカリキュラムは、基礎から始めて大学入試突破
レベルまでの高度な学力を得ることを可能にしています。塾ならではの授業中に覚えるシステムが生徒から好評を
得ております。暗記が苦手な生徒でも大丈夫です。臨海セミナーは授業中に覚えていきます。また、歴史や政治経済
分野の背景や因果関係などの理解を意識し、ただの暗記では対応できない高度な入試問題にも対応しております。
※2月～6月まではα・βで別内容を学習します。部活でα（前半の時間）の通塾が厳しい方でも、βからの受講も可能です。
※部活が忙しい生徒、早めに取り組みたい生徒向けに高2生対象の授業を11月から開講します。

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。




