
進学塾 Makeage

新高2生 新年度特別招待講習 講座一覧
◆英語◆ 全 29 講座

トップレベル
～最難関国公立・私立～

トップレベル英語＜文法編＞（受動態・時制・仮定法）
トップレベル英語＜文法編＞（不定詞・動名詞）
トップレベル英語＜文法編＞（分詞・準動詞総合）
トップレベル英語＜文法編＞（関係詞・接続詞）

トップレベル英語＜読解編＞（無生物主語・ﾈｸｻｽの関係）
トップレベル英語＜読解編＞（意味のカタマリ）
トップレベル英語＜読解編＞（省略・挿入・接続）

ハイレベル
～難関国公立・私立～

ハイレベル英語＜文法編＞（時制・分詞）
ハイレベル英語＜文法編＞（不定詞）
ハイレベル英語＜文法編＞（動名詞・分詞）
ハイレベル英語＜文法編＞（関係詞）
ハイレベル英語＜文法編＞（比較・接続詞）

ハイレベル英語＜読解編＞（文型から読解へ）
ハイレベル英語＜読解編＞（熟語から読解へ）
ハイレベル英語＜読解編＞（不定詞）
ハイレベル英語＜読解編＞（関係詞）

スタンダードレベル
～国公立・私立～

スタンダードレベル英語＜文法・読解編＞（時制・仮定法）
スタンダードレベル英語＜文法・読解編＞（不定詞）
スタンダードレベル英語＜文法・読解編＞（動名詞・分詞）

スタンダードレベル英語＜文法・読解編＞（関係詞）
スタンダードレベル英語＜文法・読解編＞（比較）

ベーシックレベル
～基礎理解～

英語超入門
英語＜英単語入門編＞
中学総復習 英語
ベーシックレベル英語（時制・仮定法）

ベーシックレベル英語（不定詞）
ベーシックレベル英語（動名詞・分詞）
ベーシックレベル英語（比較）
ベーシックレベル英語（関係詞）

◆数学（定期テスト対策）◆ 全 45 講座

ハイレベル
～難関国公立・私立～

ハイレベル数学ⅠAⅡB（2 次関数）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（三角比）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（三角比と平面図形）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（集合・場合の数）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（確率・命題と証明）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（式と証明）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（三角関数）

ハイレベル数学ⅠAⅡB（図形と方程式）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（指数・対数関数）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（微分法・積分法）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（数列）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（平面ベクトル）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（空間ベクトル）
ハイレベル数学ⅠAⅡB（整数の性質）

スタンダードレベル
～国公立・私立～

スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（数と式）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（2 次関数）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（三角比）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（平面図形）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（場合の数）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（確率）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（図形と方程式）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（三角関数）

スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（指数・対数関数）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（式と証明）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（複素数と方程式）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（微分法・積分法）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（数列）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（平面ベクトル）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（空間ベクトル）
スタンダードレベル数学ⅠAⅡB（整数・データの分析）

ベーシックレベル
～基礎理解～

ベーシックレベル数学ⅠA（数と式）
ベーシックレベル数学ⅠA（2 次関数）
ベーシックレベル数学ⅠA（場合の数・確率）
ベーシックレベル数学ⅠA（三角比）
ベーシックレベル数学ⅠA（図形）
ベーシックレベル数学ⅠA（整数）
ベーシックレベル数学ⅡB（式と証明）
ベーシックレベル数学ⅡB（複素数と方程式）

ベーシックレベル数学ⅡB（図形と方程式）
ベーシックレベル数学ⅡB（三角関数）
ベーシックレベル数学ⅡB（指数・対数）
ベーシックレベル数学ⅡB（微分）
ベーシックレベル数学ⅡB（積分）
ベーシックレベル数学ⅡB（数列）
ベーシックレベル数学ⅡB（ベクトル）

◆数学（受験対策）◆ 全 58 講座 1101 題

MASTER 講座
～東大・京大・東工大～

数学ⅠＡⅡB-MASTER 数式と証明
数学ⅠＡⅡB-MASTER 図形と方程式・ベクトル
数学ⅠＡⅡB-MASTER 三角関数・指数対数・微分積分

数学ⅠＡⅡB-MASTER 数列
数学ⅠＡⅡB-MASTER 場合の数・確率
数学ⅠＡⅡB-MASTER 整数

EXTREME 講座
～最難関国公立・私立～

数学ⅠＡ-ADVANCED 数と式
数学ⅠＡ-ADVANCED 2 次関数
数学ⅠＡ-ADVANCED 三角比
数学ⅠＡ-ADVANCED 場合の数・確率
数学ⅠＡ-ADVANCED 図形の性質
数学ⅠＡ-ADVANCED 整数
数学ⅡB-ADVANCED 数と証明
数学ⅡB-ADVANCED 複素数と方程式

数学ⅡB-ADVANCED 図形と方程式
数学ⅡB-ADVANCED 三角関数
数学ⅡB-ADVANCED 指数・対数
数学ⅡB-ADVANCED 微分
数学ⅡB-ADVANCED 積分
数学ⅡB-ADVANCED 平面ベクトル
数学ⅡB-ADVANCED 空間ベクトル
数学ⅡB-ADVANCED 数列

ADVANCED 講座
～難関国公立・私立～

数学ⅠＡ-ADVANCED 数と式
数学ⅠＡ-ADVANCED 2 次関数
数学ⅠＡ-ADVANCED 三角比
数学ⅠＡ-ADVANCED データの分析
数学ⅠＡ-ADVANCED 場合の数
数学ⅠＡ-ADVANCED 確率
数学ⅠＡ-ADVANCED 図形の性質
数学ⅠＡ-ADVANCED 整数
数学ⅡB-ADVANCED 数と証明

数学ⅡB-ADVANCED 複素数と方程式
数学ⅡB-ADVANCED 図形と方程式
数学ⅡB-ADVANCED 三角関数
数学ⅡB-ADVANCED 指数・対数
数学ⅡB-ADVANCED 微分
数学ⅡB-ADVANCED 積分
数学ⅡB-ADVANCED 平面ベクトル
数学ⅡB-ADVANCED 空間ベクトル
数学ⅡB-ADVANCED 数列

BASIC 講座
～基礎・共通テスト・有名大学～

数学ⅠＡ-BASIC 数と式
数学ⅠＡ-BASIC 2 次関数
数学ⅠＡ-BASIC 三角比
数学ⅠＡ-BASIC データの分析
数学ⅠＡ-BASIC 場合の数
数学ⅠＡ-BASIC 確率
数学ⅠＡ-BASIC 図形の性質
数学ⅠＡ-BASIC 整数
数学ⅡB-BASIC 数と証明

数学ⅡB-BASIC 複素数と方程式
数学ⅡB-BASIC 図形と方程式
数学ⅡB-BASIC 三角関数
数学ⅡB-BASIC 指数・対数
数学ⅡB-BASIC 微分
数学ⅡB-BASIC 積分
数学ⅡB-BASIC 平面ベクトル
数学ⅡB-BASIC 空間ベクトル
数学ⅡB-BASIC 数列



進学塾 Makeage

新高2生 新年度特別招待講習 講座一覧
◆国語◆ 全 12 講座 145 講義

ハイ＆スタンダードレベル
～難関国公立・私立～

現代文（14 講義）
現代文＜読解力・表現力養成編＞（6 講義）
小論文（10 講義）

古文<文法編>（12 講義）
古文<読解編>（12 講義）
漢文（10 講義）

ベーシックレベル
～基礎理解～

ベーシックレベル現代文（8 講義）
現代文＜重要語句・知識編＞（3 講義）
小論文入門（3 講義）

ベーシックレベル古文<文法編>（24 講義）
ベーシックレベル古文<読解編>（20 講義）
ベーシックレベル漢文（23 講義）

◆理科（定期テスト対策）◆ 全 9 講座 207 講義

スタンダードレベル
～国公立・私立～

物理（50 講義）
化学<理論編>（42 講義）
化学<無機編>（13 講義）
化学<有機編>（20 講義）
生物（40 講義）

物理基礎（10 講義）
化学基礎（8 講義）
生物基礎（12 講義）
地学基礎（12 講義）

◆物理（受験対策）◆ 全 26 講座 516 題

MASTER 講座
～東大・京大・東工大～

物理-MASTER 力学
物理-MASTER 波動
物理-MASTER 熱力学

物理-MASTER 電磁気
物理-MASTER 原子

EXTREME 講座
～最難関国公立・私立～

物理-EXTREME 力学（前半）
物理-EXTREME 力学（後半）
物理-EXTREME 波動
物理-EXTREME 熱力学

物理-EXTREME 電磁気（前半）
物理-EXTREME 電磁気（後半）
物理-EXTREME 原子

ADVANCED 講座
～難関国公立・私立～

物理-ADVANCED 力学（前半）
物理-ADVANCED 力学（後半）
物理-ADVANCED 波動
物理-ADVANCED 熱力学

物理-ADVANCED 電磁気（前半）
物理-ADVANCED 電磁気（後半）
物理-ADVANCED 原子

BASIC 講座
～基礎・共通テスト・有名大学～

物理-BASIC 力学（前半）
物理-BASIC 力学（後半）
物理-BASIC 波動
物理-BASIC 熱力学

物理-BASIC 電磁気（前半）
物理-BASIC 電磁気（後半）
物理-BASIC 原子

◆化学（受験対策）◆ 全 24 講座 604 題

MASTER 講座
～東大・京大・東工大～

化学-MASTER 理論 化学-MASTER 無機
化学-MASTER 有機

EXTREME 講座
～最難関国公立・私立～

化学-EXTREME 理論 1
化学-EXTREME 理論 2
化学-EXTREME 理論 3

化学-EXTREME 無機（前半）
化学-EXTREME 無機（後半）
化学-EXTREME 有機（前半）
化学-EXTREME 有機（後半）

ADVANCED 講座
～難関国公立・私立～

化学-ADVANCED 理論 1
化学-ADVANCED 理論 2
化学-ADVANCED 理論 3

化学-ADVANCED 無機（前半）
化学-ADVANCED 無機（後半）
化学-ADVANCED 有機（前半）
化学-ADVANCED 有機（後半）

BASIC 講座
～基礎・共通テスト・有名大学～

化学-BASIC 理論 1
化学-BASIC 理論 2
化学-BASIC 理論 3

化学-BASIC 無機（前半）
化学-BASIC 無機（後半）
化学-BASIC 有機（前半）
化学-BASIC 有機（後半）

◆社会◆ 全 10 講座 205 講義

トップ＆ハイレベル
～最難関国公立・私立～

トップ＆ハイレベル政治経済<政治編>（20 講義） トップ＆ハイレベル政治経済<経済編>（20 講義）

ハイ＆スタンダードレベル
～難関国公立・私立～

地理（24 講義） 地理<地誌編>（5 講義）

スタンダードレベル
～国公立・私立～

スタンダードレベル世界史（25 講義）
スタンダードレベル日本史（29 講義）
倫理（26 講義）

政治経済<政治編>（13 講義）
政治経済<経済編>（13 講義）
現代社会（30 講義）

※定員制のためお早めにお申し込みください。
右のQR コードを読み取って特設ページにアクセスし、申込フォームに必要事項を入力して送信！

▶「makeage」と検索し、高校生コースの特別招待講習特設ページ にアクセスしてお申込みもできます。

makeage 検索


