
進学塾 Makeage

新高3生 新年度特別招待講習 講座一覧
◆英語◆ 全 25 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＞（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・分詞構文 etc）
トップレベル英語＜文法編＞（関係詞・比較）

トップレベル英語リーディング＜英文解釈編＞
トップレベル英語＜読解編＞
トップレベル英語リーディング＜長文演習編＞
トップ＆ハイレベル英語<英作文編>

ハイレベル
～難関国公立・私立～

ハイレベル英語＜文法編＞（時制・仮定法）
ハイレベル英語＜文法編＞（不定詞・動名詞）
ハイレベル英語＜文法編＞（分詞・分詞構文 etc）
ハイレベル英語＜文法編＞（関係詞・比較）

ハイレベル英語リーディング＜英文解釈編＞
ハイレベル英語＜読解編＞
ハイレベル英語リーディング＜長文演習編＞
トップ＆ハイレベル英語 リスニング

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＜文法編＞（時制・仮定法）
スタンダードレベル英語＜文法編＞（不定詞・動名詞）
スタンダードレベル英語＜文法編＞（分詞・分詞構文等）
スタンダードレベル英語＜文法編＞（関係詞・比較）

スタンダードレベル英語リーディング＜英文解釈編＞
スタンダードレベル英語＜読解編＞
スタンダードレベル英語リーディング＜長文演習編＞
ハイ＆スタンダードレベル英語<英単語補充編>

ベーシックレベル
～基礎理解～

英語超入門

◆数学（定期テスト対策）◆ 全 6 講座 216 講義

トップレベル
～最難関国公立・私立～

トップレベル数学ⅠAⅡB（48 講義） トップレベル数学Ⅲ（24 講義）

ハイレベル
～難関国公立・私立～

ハイレベル数学ⅠAⅡB（48 講義） ハイレベル数学Ⅲ（24 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数学ⅠAⅡB（48 講義） スタンダードレベル数学Ⅲ（24 講義）

◆数学（受験対策）◆ 全 80 講座 1587 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
数学Ⅲ-MASTER 複素数平面と 2 次曲線
数学Ⅲ-MASTER 関数と極限
数学Ⅲ-MASTER 微分
数学Ⅲ-MASTER 積分

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
数学Ⅲ-EXTREME 複素数平面
数学Ⅲ-EXTREME 式と曲線
数学Ⅲ-EXTREME 関数と極限
数学Ⅲ-EXTREME 微分
数学Ⅲ-EXTREME 積分

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
数学Ⅲ-ADVANCED 複素数平面
数学Ⅲ-ADVANCED 式と曲線
数学Ⅲ-ADVANCED 関数と極限
数学Ⅲ-ADVANCED 微分とその応用
数学Ⅲ-ADVANCED 積分とその応用

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
数学Ⅲ-BASIC 複素数平面
数学Ⅲ-BASIC 式と曲線
数学Ⅲ-BASIC 関数
数学Ⅲ-BASIC 極限
数学Ⅲ-BASIC 微分
数学Ⅲ-BASIC 微分応用
数学Ⅲ-BASIC 積分
数学Ⅲ-BASIC 積分応用



進学塾 Makeage

新高3生 新年度特別招待講習 講座一覧
◆国語◆ 全 12 講座 132 講義

トップ＆ハイレベル
～最難関国公立・私立～

トップ＆ハイレベル現代文（24 講義） トップ＆ハイレベル古文<読解編>（10 講義）
トップ＆ハイレベル漢文（12 講義）

ハイ＆スタンダードレベル
～難関国公立・私立～

現代文＜読解力・表現力養成編＞（6 講義）
現代文＜重要語句・知識編＞（3 講義）
古文<文法編>（12 講義）
古文<読解編>（10 講義）

古文<和歌・文学史編>（8 講義）
漢文（10 講義）
小論文（10 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現代文（24 講義）

ベーシックレベル
～基礎理解～

小論文入門（3 講義）

◆理科（定期テスト対策）◆ 全 14 講座 315 講義

トップ＆ハイレベル
～最難関国公立・私立～

トップ＆ハイレベル物理（48 講義）
トップ＆ハイレベル物理<原子編>（10 講義）
トップ＆ハイレベル生物（10 講義）

トップ＆ハイレベル化学<理論編>（48 講義）
トップ＆ハイレベル化学<有機編>（27 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物理（24 講義）
スタンダードレベル化学<理論編>（24 講義）
スタンダードレベル化学<有機編>（22 講義）
化学<無機編>（12 講義）
生物（48 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）

※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



進学塾 Makeage

新高3生 新年度特別招待講習 講座一覧
◆社会◆ 全 18 講座 361 講義

トップ＆ハイレベル
～最難関国公立・私立～

トップ＆ハイレベル日本史<通史編>（51 講義）
トップ＆ハイレベル日本史<文化史編>（13 講義）
トップ＆ハイレベル日本史<論述編>（7 講義）
トップ＆ハイレベル日本史<資料問題・テーマ史編>（10講義）

地理<論述編>（5 講義）

トップ＆ハイレベル世界史<通史編>（51 講義）
トップ＆ハイレベル世界史<文化史編>（12 講義）
トップ＆ハイレベル世界史<論述編>（7講義）
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）

◆共通テスト対策講座◆ 全 19 講座 105 講義

英語 共通テスト対策講座 英語<リーディング編>（7 講義） 共通テスト対策講座 英語<リスニング編>（6 講義）

数学 共通テスト対策講座 数学ⅠA（10 講義） 共通テスト対策講座 数学ⅡB（8 講義）

国語 共通テスト対策講座 現代文（6 講義） 共通テスト対策講座 古文漢文（6 講義）

理科

共通テスト対策講座 物理（5 講義）
共通テスト対策講座 化学（6 講義）
共通テスト対策講座 生物（5 講義）

共通テスト対策講座 物理基礎（3 講義）
共通テスト対策講座 化学基礎（3 講義）
共通テスト対策講座 生物基礎（3 講義）
共通テスト対策講座 地学基礎（3 講義）

社会
共通テスト対策講座 世界史 B（5 講義）
共通テスト対策講座 日本史 B（7 講義）
共通テスト対策講座 地理 B（5 講義）

共通テスト対策講座 政治経済（5 講義）
共通テスト対策講座 現代社会（7 講義）
共通テスト対策講座 倫理（5 講義）

◆志望校対策対策講座◆ 全 43 講座講義

英語

北海道大学 英語対策講座（10 講義）
東北大学 英語対策講座（10 講義）
東京大学 英語対策講座（10 講義）
名古屋大学 英語対策講座（講義）
京都大学 英語対策講座（10 講義）
大阪大学 英語対策講座（10 講義）
九州大学 英語対策講座（10 講義）
難関国公立大 英語対策講座（5 講義）

国公立大 英語対策講座（5 講義）
早稲田大学 英語対策講座（10 講義）
慶應義塾大学 英語対策講座（10 講義）
関東難関私大 英語対策講座（7 講義）
南山大学 英語対策講座（5 講義）
関西難関私大 英語対策講座（6 講義）
私大 英語対策講座（6 講義）

数学

北海道大学 数学ⅠAⅡB 対策講座（10 講義）
東北大学 数学ⅠAⅡB対策講座（10 講義）
東京大学 数学ⅠAⅡBⅢ対策講座（12 講義）
一橋大学 数学ⅠAⅡB対策講座（10 講義）
名古屋大学 数学ⅠAⅡB 対策講座（10 講義）

京都大学 数学ⅠAⅡBⅢ対策講座（12 講義）
大阪大学 数学ⅠAⅡB 対策講座（10 講義）
九州大学 数学ⅠAⅡB 対策講座（10 講義）
難関国公立大 数学Ⅲ対策講座（10 講義）
南山大学 数学対策講座（5 講義）

国語

東京大学 現代文対策講座（10 講義）
京都大学 現代文対策講座（10 講義）
難関国公立大 現代文対策講座（10 講義）
国公立大・私立大 現代文対策講座（8 講義）
国公立大・私立大 古文対策講座<設問式別演習>（8 講義）

早稲田大学 現代文対策講座（6 講義）

早稲田大学 古文対策講座（5 講義）
慶應義塾大学 小論文対策講座（8 講義）
関東難関私大 現代文対策講座（5 講義）
関東難関私大 古文対策講座（5 講義）
関西難関私立大 古文対策講座（7 講義）
難関私大 現代文対策講座（8 講義）

理科
東京大学 物理対策講座（10 講義）
東京大学 化学対策講座（10 講義）
東京大学 生物対策講座（10 講義）

京都大学 物理対策講座（10 講義）
京都大学 化学対策講座（10 講義）
京都大学 生物対策講座（10 講義）

◆総合型選抜対策講座◆ 全 5 講座 28 講義

総合型選抜対策講座
総合型選抜対策講座<スタートアップ編>（4 講義）
総合型選抜対策講座<出願書類作成編>（8 講義）
総合型選抜対策講座<事前課題型小論文編>（4 講義）

総合型選抜対策講座<面接編>（6 講義）
総合型選抜対策講座<プレゼンテーション編>（6 講義）

◆資格対策講座◆ 全 12 講座 214 講義

英検対策講座
英検 2 級対策講座（7 講義）
英検 準 2 級対策講座（8 講義）

英検 3 級対策講座（8 講義）

公務員対策講座
スタンダードレベル政治経済<政治編>（5 講義）
スタンダードレベル政治経済<経済編>（5 講義）

スタンダードレベル数的推理（10 講義）
スタンダードレベル判断推理（8 講義）

簿記対策講座
日商簿記 2 級商業対策講座（49 講義）
日商簿記 2 級工業対策講座（18 講義）
日商簿記 3 級対策講座（41 講義）

全商簿記 2級対策講座（24 講義）
全商簿記 3級対策講座（31 講義）


