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講座番号 科目 講座名 講師名 講座番号 科目 講座名 講師名

5701 英語 東大英語 富田　一彦 5746 数学 壁を超える数学Ⅰ・A・Ⅱ・B〈難関大への道標〉 藤田　健司

5702 英語 京大英語 妹尾　真則 5747 数学 解法の原則 山本の基礎数学Ⅰ・A・Ⅱ・B 山本　俊郎

5703 英語 国公立大医系英語 佐々木　和彦 5748 数学 D-style 数学Ⅲ 大山　壇

5704 英語 一橋大英語 吉村　和明 5749 数学 基礎～応用数学Ⅲ 岡本　寛

5705 英語 東工大英語 吉村　和明 5750 数学 ハイレベル数学解法研究〈数Ⅲ編〉 小林　清隆

5706 英語 早大英語 佐藤　ヒロシ 5751 数学 思考の鍛錬〈数学Ⅲ編〉 貫　浩和

5707 英語 慶大英語 西川　彰一 5752 数学 壁を超える数学Ⅲ〈難関大への道標〉 藤田　健司

5708 英語 GMARCH英語 佐藤　慎二 5753 数学 解法の原則 山本の基礎数学Ⅲ 山本　俊郎

5709 英語 関関同立大英語 姜　昌和 5754 数学 天空へのハイレベル理系数学 荻野　暢也

5711 英語 共通テスト英語リーディング 姜　昌和 5755 数学 高3特進理系数学 野崎　翔太

5712 英語 共通テスト英語リーディング 島田　亮 5756 数学 高3スタンダード数学Ⅰ・A・Ⅱ・B 小島　祐太

5713 英語 共通テスト英語リスニング 谷川　学 5757 数学 高3スタンダード数学Ⅲ 斎藤　裕介

5714 英語 ENGLISH MAX 難関大・勝利への戦略 佐藤　慎二 5878 高1・2 ハイレベル数学Ⅰ・A 堀川　晋

5715 英語 攻めの英文読解 基礎⇒偏差値65への道 佐藤　慎二 5879 高1・2 標準数学Ⅰ・A 斎藤　裕介

5716 英語 ハイレベル英語解法研究 富田　一彦 5880 高1・2 標準数学Ⅰ・A 貫　浩和

5717 英語 英語解法研究 富田　一彦 5881 高1・2 基礎数学Ⅰ・A 大山　壇

5718 英語 ENGLISH NAVI 仲本　浩喜 5882 高1・2 基礎数学Ⅰ・A 小島　祐太

5719 英語 仲本浩喜の英文法入門 仲本　浩喜 5883 高1・2 ハイレベル数学Ⅱ・B 斎藤　裕介

5720 英語 英文読解入門 仲本　浩喜 5884 高1・2 標準数学Ⅱ・B 斎藤　裕介

5721 英語 英語共通テストPlus〈文法・読解・リスニング〉 西川　彰一 5885 高1・2 標準数学Ⅱ・B 貫　浩和

5722 英語 English Links Plus〈難関読解・作文〉 西川　彰一 5886 高1・2 基礎数学Ⅱ・B 大山　壇

5723 英語 English Links〈標準読解・作文〉 西川　彰一 5887 高1・2 基礎数学Ⅱ・B 小島　祐太

5724 英語 Super English〈読解・英作・文法・単語〉 西谷　昇二 5761 国語 東大現代文 藤井　健志

5725 英語 English Heart〈読解・英作・文法・単語〉 西谷　昇二 5762 国語 東大古文 漆原　慎太郎

5726 英語 基礎徹底英語〈読解・英作・文法・単語〉 西谷　昇二 5763 国語 東大古典 元井　太郎

5727 英語 高3特進英語 谷川　学 5764 国語 京大現代文 木村　勧

5728 英語 高3スタンダード英語 齋藤　直孝 5765 国語 京大古文 西村　雪野

5729 英語 高3スタンダード英語 島田　亮 5766 国語 国公立大漢文 北澤　紘一

5871 高1・2 高1ハイレベル英語 谷川　学 5767 国語 早大現代文 酒井　敏行

5872 高1・2 高1標準英語 西川　彰一 5768 国語 早大古文 元井　太郎

5873 高1・2 高1基礎英語 島田　亮 5769 国語 GMARCH現代文 黒目　邦治

5874 高1・2 高2ハイレベル英語 栗山　健太 5770 国語 GMARCH古文 梅澤　聖京

5875 高1・2 高2標準英語 島田　亮 5771 国語 関関同立大現代文 黒目　邦治

5876 高1・2 高2標準英語 西川　彰一 5772 国語 関関同立大古文 堀内　剛史

5877 高1・2 高2基礎英語 島田　亮 5773 国語 共通テスト現代文 青木　邦容

5731 数学 東大理科数学 土田　竜馬 5774 国語 共通テスト現代文 黒目　邦治

5732 数学 東大文科数学 岡本　寛 5775 国語 共通テスト現代文 船口　明

5733 数学 京大理系数学 大林　昭雄 5776 国語 共通テスト古文 梅澤　聖京

5734 数学 京大文系数学 大山　壇 5777 国語 共通テスト古文 望月　光

5735 数学 国公立大医系数学 藤田　健司 5778 国語 共通テスト・私大漢文 北澤　紘一

5736 数学 東工大数学 斎藤　裕介 5779 国語 共通テスト古典 漆原　慎太郎

5737 数学 一橋大数学 土田　竜馬 5780 国語 共通テスト国語 船口　明・漆原　慎太郎

5738 数学 早慶・ハイレベル理系数学 土田　竜馬 5781 国語 青木の新現代文研究LAB〈制限時間に勝つ読解＆思考法〉 青木　邦容

5739 数学 共通テスト数学Ⅰ・A 野崎　翔太 5782 国語 現代文スーパーマニュアル〈ゼロから始めて難関大へ〉 黒目　邦治

5740 数学 共通テスト数学Ⅰ・A・Ⅱ・B 野崎　翔太 5783 国語 現代文ミラクルアイランド〈言葉の海へ〉 酒井　敏行

5741 数学 共通テスト数学Ⅰ・A・Ⅱ・B 森谷　慎司 5784 国語 現代文〈知の現場へ〉 笹井　厚志

5742 数学 D-style 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B 大山　壇 5785 国語 最強の現代文 船口　明

5743 数学 基礎～応用数学Ⅰ・A・Ⅱ・B 岡本　寛 5786 国語 古典絶頂！うるトラC 漆原　慎太郎

5744 数学 ハイレベル数学解法研究〈Ⅰ・A・Ⅱ・B編〉 小林　清隆 5787 国語 古文常昇！うるトラC 漆原　慎太郎

5745 数学 思考の鍛錬〈数学Ⅰ・A・Ⅱ・B編〉 貫　浩和 5788 国語 総合古文〈文法・解釈と解法の研究室〉 堀内　剛史

〈自由選択総合コース〉

～ 講座一覧 ～　

※2022速習2学期は第1～6講:2021/11/1、第7～12講:2021/12/18から受講開始となります。

受付期間：2021/9/1～2022/7/31　　　　　受講期間：2021/9/3～2023/2/28

２０２２
対象講座：２０２２速習講座

2022速習講座(90分×24回)※の中から、2or4or6講座を自由に選択！
さらに理科・地歴公民①②講座を追加するコースや

理科基礎講座(60分×24回)対象の共通テスト理科基礎コースも受講可能！
※高1・2生対象講座は90分×28回

新高3年生対象

（現高2年生）

©代々木ゼミナール
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講座番号 科目 講座名 講師名 講座番号 科目 講座名 講師名

5789 国語 フレッシュアップ古文〈基礎から応用まで〉 望月　光 5831 理科 ファンダメンタル化学 亀田　和久

5790 国語 高3特進現代文 藤井　健志 5832 理科 藤原の化学スーパートレーニング〈基礎編〉 藤原　康雄

5791 国語 高3スタンダード現代文 木村　勧 5833 理科 藤原康雄の入門化学 藤原　康雄

5792 国語 高3特進古文 元井　太郎 5834 理科 ハイレベル生物問題演習 大町　尚史

5793 国語 高3スタンダード古文 西村　雪野 5835 理科 標準生物問題演習 鈴川　茂

5794 国語 高3スタンダード漢文 北澤　紘一 5894 高1・2 高校物理 木村　亮太

5888 高1・2 高1国語 黒目　邦治・堀内　剛史 5895 高1・2 高校化学 藤原　康雄

5889 高1・2 高2ハイレベル国語 藤井　健志・喜久知　賢 5896 高1・2 高校生物 鈴川　茂

5890 高1・2 高2標準国語 黒目　邦治・堀内　剛史 5841 地歴・公民 共通テスト日本史 土屋　文明

5801 理科 共通テスト物理 飯島　飛 5842 地歴・公民 共通テスト世界史 佐藤　幸夫

5802 理科 共通テスト化学 亀田　和久 5843 地歴・公民 共通テスト地理 宮路　秀作

5803 理科 共通テスト生物 大堀　求 5844 地歴・公民 共通テスト倫理、政治・経済 蔭山　克秀

5804 理科 共通テスト地学 蜷川　雅晴 5845 地歴・公民 共通テスト倫理、政治・経済 畠山　創

5809 理科 ハイレベル物理問題演習 漆原　晃 5846 地歴・公民 共通テスト政治・経済 蔭山　克秀

5810 理科 ハイレベル物理問題演習 為近　和彦 5847 地歴・公民 共通テスト現代社会 蔭山　克秀

5811 理科 標準物理問題演習 為近　和彦 5848 地歴・公民 共通テスト倫理 蔭山　克秀

5817 理科 漆原晃の基礎→標準物理 漆原　晃 5850 地歴・公民 ハイレベル日本史問題演習 土屋　文明

5818 理科 漆原晃のゼロから固める入門物理 漆原　晃 5852 地歴・公民 標準日本史問題演習 重野　陽二郎

5819 理科 物理・解法の必然性 為近　和彦 5856 地歴・公民 ハイレベル世界史問題演習 佐藤　幸夫

5820 理科 為近和彦の物理入門 為近　和彦 5858 地歴・公民 標準世界史問題演習 新里　将平

5821 理科 ハイレベル化学問題演習 亀田　和久 5863 地歴・公民 ハイレベル政治・経済問題演習 畠山　創

5822 理科 ハイレベル化学問題演習 西村　淳矢 5864 地歴・公民 標準政治・経済問題演習 畠山　創

5823 理科 標準化学問題演習 亀田　和久 5897 高1・2 高校日本史 重野　陽二郎

5824 理科 標準化学問題演習 藤原　康雄 5898 高1・2 高校世界史 新里　将平

5830 理科 亀田和久の基礎→標準化学 亀田　和久

講座番号 科目 講座名 講師名 講座番号 科目 講座名 講師名

5812 理科 ハイレベル物理①② 漆原　晃 5838 理科 標準生物①② 鈴川　茂

5813 理科 ハイレベル物理①② 為近　和彦 5839 理科 オールラウンド地学①② 蜷川　雅晴

5814 理科 標準物理①② 漆原　晃 5849 地歴・公民 ハイレベル日本史論述①② 井上　烈巳

5815 理科 標準物理①② 木村　亮太 5853 地歴・公民 詳説日本史講義①② 重野　陽二郎

5816 理科 標準物理①② 為近　和彦 5854 地歴・公民 詳説日本史講義①② 土屋　文明

5825 理科 ハイレベル化学①② 亀田　和久 5855 地歴・公民 ハイレベル世界史論述①② 新里　将平

5826 理科 ハイレベル化学①② 西村　淳矢 5859 地歴・公民 詳説世界史講義①② 佐藤　幸夫

5827 理科 ハイレベル化学①② 藤原　康雄 5860 地歴・公民 詳説世界史講義①② 新里　将平

5828 理科 標準化学①② 亀田　和久 5861 地歴・公民 地理論述①② 武井　明信

5829 理科 標準化学①② 藤原　康雄 5862 地歴・公民 詳説地理講義①② 宮路　秀作

5836 理科 ハイレベル生物①② 大堀　求 5865 地歴・公民 詳説政治・経済講義①② 畠山　創

5837 理科 ハイレベル生物①② 大町　尚史

講座番号 科目 講座名 講師名 講座番号 科目 講座名 講師名

5805 理科 共通テスト物理基礎 漆原　晃 5807 理科 共通テスト生物基礎 鈴川　茂

5806 理科 共通テスト化学基礎 藤原　康雄 5808 理科 共通テスト地学基礎 蜷川　雅晴

〈共通テスト理科基礎コース〉　※以下より2講座選択してください。

～授業料一覧～

〈自由選択総合コースプラス1・2〉　※上記〈自由選択総合コース〉での選択講座に加え、下記講座から1講座もしくは2講座ご選択下さい。
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