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おすすめ問題集
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新課程への対応

各教科・科目を１年で学習する場合の効果的な学習順序を掲載しています。 

このスケジュールを参考に，自分自身の学習計画を立てて活用してください。

ベリタスはあくまで映像教材なので，さまざまな問題集での演習が欠かせません。 

おすすめ問題集を参考に，より多くの問題に触れ，効率よく定着を図ってください。

数学・理科は，主に学校の勉強に対応させるために， 

新課程への対応法を記載していますので，参考にしてご活用ください。

学習の手引き  活用のポイント
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この学習の手引きはあくまで一つの例です。 
塾の先生と相談しながら，自分自身に効果的な方法で学習・相談してください。 

!
ベリタスは，電子黒板で１回１回の内容を濃くしているので， 
短期間集中で受講すればするほど驚くべき効果が期待できます。 

!
この手引きに縛られることなく，できるだけ短期間集中で受講を進めてください。

高１・２の皆さんは，高３でスムーズに大学受験の学習が出来るよう， 
少しでも早く，このスケジュールの順に学習をすすめておきましょう。 

!ベリタスは，今お通いの塾で，大学受験合格まで勝ち取れる画期的な学習教材です。 
!まずは，各科目の１番はじめの講義を丁寧に受講しておくことがオススメです。
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英語　年間スケジュール案

私
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに文法・構文の土台を固めよう。 
①講義で習った考えを使い，演習問題を瞬発的に解けるようにしよう。 
②単元ごとに内容を完璧にしておくことが大切です。 
③入門編を視聴した後，単元ごとに，このアプリで演習問題を解こう。 
④間違えた問題は解説映像を必ず視聴し，その場で定着させよう。!

夏期講習で長文読解法を攻略。 
①講義で習った考え方を使って，自分の力で正解できる
ようになるまでとことん演習しよう。!
②大問別にマスターしていくと効率的です。!!

秋以降は志望校にむけて問題演習。 
①関西・関東関係なく，自分の志望校と同レベル・同傾向の問題を選びながらこなしましょう。!
②映像講義以外にも，様々な過去問題や類題，問題集などをこなし，とことん演習を重ねよう。!
③講義で「解き方のコツ」をしっかりとつかみ，そのコツを使いこなせるようになるまで演習しましょう。!!

英文法の神【入門編】 センター満点シリーズ 京産･甲南･龍谷･日東駒専英語，関西・関学・同志社・立命館・MARCH・早大英語

iOSアプリ「動画英文法2700」

センター試験過去問題・類題
センター試験過去問題・私大過去問題・類題

おすすめ問題集 
英文法の神シリーズ 『毎年出る頻出基礎と標準英文法』（日栄社） 
  『頻出英文法・語法問題1000 大学受験スーパーゼミ』（桐原書店） 
  『Next Stage英文法・語法問題―入試英語頻出ポイント215の征服』（桐原書店） 
英語構文の神  『大学受験スクランブル総整理英語構文演習』（旺文社） 
  『読める英語構文１００』（河合出版） 
  『基礎英文問題精講』（旺文社） 
センターシリーズ 各種大問別問題集 
  『頻出英語　整序問題８５０』（桐原書店） 
  『短期攻略センター英語意味推測・要約・文補充』（駿台） 
  『短期攻略センター英語ビジュアル読解 改訂版』（駿台） 
  『短期攻略センター英語長文読解 改訂版』（駿台） 
私大英語シリーズ 各大学の過去問題（青本がある大学は青本がおすすめ） 
国公立大英語  『パラグラフリーディングのストラテジー(3)実戦編国公立大対策』（河合出版） 
  『英作文のトレーニング（はじめる編・入門編・実践編）』（Z会）

国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに文法・構文の土台を固めよう。 
①講義で習った考えを使い，演習問題を瞬発的に解けるようにしよう。 
②単元ごとに内容を完璧にしておくことが大切です。 
③入門編を視聴した後，単元ごとに，このアプリで演習問題を解こう。 
④間違えた問題は解説映像を必ず視聴し，その場で定着させよう。!

夏期講習で長文読解法を攻略。 
①講義で習った考え方を使って，自分の力で正解できる
ようになるまでとことん演習しよう。!
②大問別にマスターしていくと効率的です。!!

構文の取り方をマスターして得点力アップへ。 
①構文の取り方を徹底的に理解し，受験までの土台としましょう。 
②この講座を受け，「あとは単語さえわかればどんな問題でも合格必要点は取れる」
という状態になるように心がけましょう。 !

志望校ごとに自分にあった対策を。 
①映像講義以外にも，様々な過去問題や類題，問題集などをこなし，とことん演習を重ねよう。!
②講義で「解き方のコツ」をしっかりとつかみ，そのコツを使いこなせるようになるまで演習しましょう。!
③難関大受験生は阪大英語・京大英語を完璧にしましょう。!!

英文法の神【入門編】 センター満点シリーズ

iOSアプリ「動画英文法2700」

センター試験過去問題・類題
センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

英語構文の神 国公立大英語 阪大英語・京大英語

動画英文法2700

GENIUS動画で憶える英単語2200

AppStoreで感動あふれるレビューを連発している英文法アプリ！ 
3ヶ月で模試の成績を100点から190点に上げたユーザーさんも！

英単語学習の流れを大きく変える神アプリ！ 
紙の英単語帳の限界をこのアプリが超えました。

（苦手単元のみ）　英文法の神【入門編】，英語構文の神

（苦手単元のみ）　英文法の神【入門編】，英語構文の神
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おすすめ問題集 
学校で使用する教科書傍用問題集・参考書で土台を固めることが重要です。

数学　年間スケジュール案

文
系
私
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までにⅠＡ・ⅡＢの土台を固めよう。 
①苦手な単元を中心に，出題範囲を一通り学習し，同時に類題演習も行おう。 
②学校で学習した範囲から順に視聴するのが効果的です。 
③講義を受ける度に色々な問題に触れて，どのような問われ方をしても解答できるよう，数をこなしておくことが必須です。 
④夏を目安に，センター試験の問題などにも適宜触れながら，解法を導き出す力もブラッシュアップしよう。 

秋以降は実践問題演習で得点力を。 
①今までの学習内容をもとに，センター試験の過去問題に取り組もう。 
②その演習の中で見つかった弱点は「α講座」「スパイラル数学α」ですぐに復習をしよう。 
③さまざまな問題演習を重ねて，受験にむけて自信をつけるようにしましょう。!!

【数学αⅠＡ】新課程対応パッケージ（数学α講座ⅠＡ　＋　スパイラル数学αⅠＡ）

学校使用の問題集などで類題演習
センター試験過去問題・私大過去問題・類題

文
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までにⅠＡ・ⅡＢの土台を固めよう。 
①苦手な単元を中心に，出題範囲を一通り学習し，同時に類題演習も行おう。 
②学校で学習した範囲から順に視聴するのが効果的です。 
③講義を受ける度に色々な問題に触れて，どのような問われ方をしても解答できるよう，数をこなしておくことが必
須です。 

応用問題演習で力の増強を。 
①実践問題に取り組み，得点力アップを図りましょう。 
②この時期には，問題集や過去問題などで多くの問題に
触れよう。 !

秋以降は実践問題演習で得点力を。 
①今までの学習内容をもとに，センター試験の過去問題に取り組もう。 
②その演習の中で見つかった弱点は「α講座」「スパイラル数学α」ですぐに復習をしよう。 
③さまざまな問題演習を重ねて，受験にむけて自信をつけるようにしましょう。!!

センター試験過去問題・類題

理
系
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までにⅠＡ・ⅡＢ・Ⅲの土台を固めよう。 
①苦手な単元を中心に，出題範囲を一通り学習し，同時に類題演習も行おう。 
②学校で学習した範囲から順に視聴するのが効果的です。 
③講義を受ける度に色々な問題に触れて，どのような問われ方をしても解答できるよう，数をこなしておくことが必須です。 !

応用問題演習で力の増強を。 
①実践問題に取り組み，得点力アップを図りましょう。 
②この時期には，問題集や過去問題などで多くの問題に
触れよう。 !

秋以降は実践問題演習で得点力を。 
①今までの学習内容をもとに，センター試験の過去問題に取り組もう。 
②その演習の中で見つかった弱点は「α講座」「スパイラル数学α」ですぐに復習をしよう。 
③さまざまな問題演習を重ねて，受験にむけて自信をつけるようにしましょう。!!

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

【数学αⅡＢ】新課程対応パッケージ（数学α講座ⅡＢ　＋　スパイラル数学αⅡＢ）

センター数学

（苦手単元のみ）　数学α講座，スパイラル数学α

【数学αⅠＡ】新課程対応パッケージ（数学α講座ⅠＡ ＋ スパイラル数学αⅠＡ）

【数学αⅡＢ】新課程対応パッケージ（数学α講座ⅡＢ ＋ スパイラル数学αⅡＢ）

スパイラル数学β センター数学

学校使用の問題集などで類題演習

（苦手単元のみ）　数学α講座，スパイラル数学α

【数学αⅠＡ】新課程対応パッケージ（数学α講座ⅠＡ　＋　スパイラル数学αⅠＡ）

【数学αⅡＢ】新課程対応パッケージ（数学α講座ⅡＢ　＋　スパイラル数学αⅡＢ）

【数学αⅢ】　新課程対応パッケージ（数学α講座Ⅲ　　＋　スパイラル数学αⅢＣ）
学校使用の問題集などで類題演習

スパイラル数学β センター数学

（苦手単元のみ）　数学α講座，スパイラル数学α

　　　志望校過去問題・類題
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現代文　年間スケジュール案

文
系
私
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに解くコツをつかもう。 
①正答率よりも，解き方を意識しながら受講することが大切です。 
②現代文が得意な場合は「レベルアップ現代文」へとすすみましょう。少しでも苦手
な人は，必ずこの「必須現代文」で解き方をマスターしよう。 !

夏期講習で実践問題の演習を。 
①講座以外にも過去問題などあわせて解こう。 
②設問をやり直す際，文章を類型化してストックしてい
くことを意識しよう。 !

秋以降は得点力の増強。 
①今までの総復習となるので，わからないものは以前の映像を必ず見直して徹底的に復習しよう。 
②講座以外にも，各種過去問題や私大系の問題集も併せてこなそう。 
③センター試験２ヶ月前には「センター現代文」へと移りましょう。 !

必須現代文 レベルアップ現代文

センター試験過去問題・類題

文
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに解くコツをつかもう。 
①正答率よりも，解き方を意識しながら受講することが大切です。 
②現代文が苦手な人は，「必須現代文」で解き方をマスターしよう。 
③設問をやり直す際，文章を類型化してストックしていくことを意識しよう。 !

夏期講習でセンターレベル演習。 
①講座以外にもセンター試験の過去問題やセンター形式
の問題集などもあわせて解こう。 
②夏の間に徹底的に苦手なことを無くしておくのが大切
です。 

秋以降は２次対策と実践問題の演習。 
①今までの総復習となるので，わからないものは以前の映像を必ず見直して復習しよう。 
②講座以外にも，各種過去問題や私大系の問題集も併せてこなそう。 !!

入試直前期は最終確認。 
①入試直前は，「センター現代文」「決戦現代文」「国公立記述対策現代文」を復習
することが重要です。 
②あわせて過去問題も解き，それぞれの志望校に対応できる力を確認しておきましょ
う。 

レベルアップ現代文 センター現代文 決戦現代文

理
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに解くコツをつかもう。 
①正答率よりも，解き方を意識しながら受講することが大切です。 
②現代文が苦手な人は，「必須現代文」で解き方をマスターしよう。 
③設問をやり直す際，文章を類型化してストックしていくことを意識しよう。 !

夏期講習でセンターレベル演習。 
①講座以外にもセンター試験の過去問題やセンター形式
の問題集などもあわせて解こう。 
②夏の間に徹底的に苦手なことを無くしておくのが大切
です。 

秋以降は２次対策と実践問題の演習。 
①今までの総復習となるので，わからないものは以前の映像を必ず見直して復習しよ
う。 
②講座以外にも，各種過去問題や私大系の問題集も併せてこなそう。 
③弱点はレベルアップ現代文などで克服するようにしよう。 

入試直前期は最終確認。 
①入試直前は，「センター現代文」「決戦現代文」「国公立記述対策現代文」を復習
することが重要です。 
②あわせて過去問題も解き，それぞれの志望校に対応できる力を確認しておきましょ
う。 

　　　志望校過去問題・類題
センター試験過去問題・類題

（苦手な場合）決戦現代文，国公立記述対策現代文

おすすめ問題集 
必須現代文  『1日1題30日完成現代文・初級編』（日栄社） 
レベルアップ現代文 『入試現代文へのアクセス・マーク式基礎問題集』（河合出版）

レベルアップ現代文 センター現代文

決戦現代文

国公立記述対策現代文

決戦現代文 センター現代文

必須現代文

レベルアップ現代文

必須現代文

（苦手な場合） 必須現代文，レベルアップ現代文

私大過去問題・類題

センター現代文，決戦現代文，国公立記述対策現代文

センター試験過去問題・類題

（苦手な場合） レベルアップ現代文

　　　志望校過去問題・類題

　　決戦現代文 『必修編現代文のトレーニング』（Ｚ会出版），各種過去問題 
　　センター現代文 センター試験の過去問題や類題 
　　その他，解法や読み方にくせのないものであれば，積極的に活用してください。 5



古文・漢文　年間スケジュール案

文
系
私
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに解くコツをつかもう。 
①必ず映像を見た後は該当箇所を問題集で確認しよう。 
②１問あたり２秒程度で判断が出来るようになるという意識で取り組もう。!!!

夏に正確な読解力を。 
①設問を解くことよりも，古文を正確に読み進める方法
を学ぶという意識を持とう。 
②あわせて過去問題演習もはじめよう。!!

秋には実践問題を解いて得点力を磨こう。 
①講義以外にも十分に過去問題などを解き，自分のみの力で話のストーリーを捉えら
れるようになろう。 
②そのなかで語句や文法を絶えず復習しよう。 !

志望校にあわせて様々な演習を重ねよう。 
①一つひとつの設問に明確な根拠を持って答えることが重要です。 
②講義以外にも上記の講座で演習をすすめましょう。 
③万一，わからないものがあれば，今までの講座で復習をしましょう。 !

基礎古文Ⅰ 基礎古文Ⅱ

古文文法問題集 センター試験過去問題・私大過去問題・類題

文
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに解くコツをつかもう。 
①必ず映像を見た後は該当箇所を問題集で確認しよう。 
②１問あたり２秒程度で判断が出来るようになるという意識で取り組もう。!
③漢文もあわせて学習をすすめておきましょう。!!

夏に正確な読解力を。 
①設問を解くことよりも，古文を正確に読み進める方法
を学ぶという意識を持とう。 
②あわせて過去問題演習もはじめよう。!
③漢文も同様にすすめましょう。!

秋には実践問題を解いて得点力を磨こう。 
①講義以外にも十分に過去問題などを解き，自分のみの力で話のストーリーを捉えら
れるようになろう。 
②そのなかで語句や文法を絶えず復習しよう。 !

志望校にあわせて様々な演習を重ねよう。 
①一つひとつの設問に明確な根拠を持って答えることが重要です。 
②講義以外にも上記の講座で演習をすすめましょう。 
③万一，わからないものがあれば，今までの講座で復習をしましょう。 !

基礎古文Ⅰ 基礎古文Ⅱ

古文文法問題集 センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

理
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに解くコツをつかもう。 
①必ず映像を見た後は該当箇所を問題集で確認しよう。 
②１問あたり２秒程度で判断が出来るようになるという意識で取り組もう。!!!

夏に正確な読解力を。 
①設問を解くことよりも，古文を正確に読み進める方法
を学ぶという意識を持とう。 
②あわせて過去問題演習もはじめよう。!
③漢文も同様にすすめましょう。!

秋には実践問題を解いて得点力を磨こう。 
①講義以外にも十分に過去問題などを解き，自分のみの力で話のストーリーを捉えら
れるようになろう。 
②そのなかで語句や文法を絶えず復習しよう。 !

志望校にあわせて様々な演習を重ねよう。 
①一つひとつの設問に明確な根拠を持って答えることが重要です。 
②講義以外にも上記の講座で演習をすすめましょう。 
③万一，わからないものがあれば，今までの講座で復習をしましょう。 !

古文文法問題集

（苦手な場合）古典入門

センター対策古文 基礎編・発展編 センター古文演習

ＭＡＲＣＨ・関関同立古文

（苦手な単元）各種講座で復習

おすすめ問題集 
古文入門・基礎古文Ⅰ 学校で配布される各種参考書・問題集 
基礎古文Ⅱ  『マーク式基礎問題集 19　古文』（河合出版） 
センター対策古文 予備校系出版社のセンターレベル問題集や過去問題

MARCH・関関同立古文 『古文上達 読解と演習56』（Ｚ会出版） 
  『最強の古文 読解と演習50』（Ｚ会出版） 
国公立二次対策古文 『得点奪取古文―記述対策』（河合出版） 
  『古文 (河合塾SERIES―入試精選問題集８）』（河合出版）

センター対策古文 基礎編・発展編 センター古文演習

国公立二次対策古文

（苦手な単元）各種講座で復習

最難関大の古文

基礎漢文 センター対策漢文

基礎古文Ⅰ 基礎古文Ⅱ センター対策古文 基礎編・発展編 センター古文演習 （苦手な単元）各種講座で復習

基礎漢文 センター対策漢文

（苦手な場合）古典入門

（苦手な場合）古典入門
センター試験過去問題・志望校過去問題・類題
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専
門
科
目
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに一通りの理論の学習を終えよう。 
①一通り「BASIC物理」または「物理基礎講義」を視聴しよう。 
②あわせて，「BASIC物理【演習編】」の問題を必ず解き，苦手な箇所は再度理論編
で定着させよう。!!

秋までに実践演習をし得点力をアップしよう。 
①センター試験の過去問題と併用しながら，「二次私大物理講義」を受講しよう。 
②あやふやな単元があれば必ず「BASIC物理」物理基礎講義」で復習をしよう。 
③あわせて「二次私大物理演習（基礎～標準編）」の問題でも演習しよう。苦手な分野から学習を進めても構いま
せん。ただし，頻出である「単振動」などは必ず受講するようにしましょう。!

志望校にあわせて様々な演習を重ねよう。 
①さまざまな問題を解きながら自分の弱点を確認し，適宜映像を視聴して克服しましょう。 
②センター試験も受ける場合，夏期講習からセンター試験の過去問題を，演習問題の代わりとして扱うと良いです。また，専門科目で受験する場
合は，1996年以前のものから解きましょう。古い問題ですが，出題範囲は現在のものとほぼ一致しています。 !

新課程対応パッケージ（BASIC物理【理論編】 ＋ 二次私大物理講義）

物理　年間スケジュール案

基
礎
科
目
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに一通りの理論の学習を終えよう。 
①一通り「物理基礎講義」を視聴しよう。苦手な単元はしっかりと学習するように心がけよう。 
②そのうえで学校採用の問題集をくり返し解き，教科書内容の知識を固めよう。!
③既に理論を学習し終えている場合は，その分野は飛ばして学習しても構いません。!!

秋までに弱点を克服して実践演習へと入ろう。 
①苦手な箇所を中心に，再度総復習をしておこう。 
②あわせてセンター試験の過去問題を解き，実践演習も行いましょう。!!!!

さまざまな問題演習で得点力をつけよう。 
①さまざまな問題を解きながら自分の弱点を確認し，適宜映像を視聴して克服しましょう。 !!!

おすすめ問題集 
物理基礎講義  学校で配布される各種参考書・問題集 
BASIC物理【講義編】 『物理のエッセンス力学・波動―新課程対応』（河合出版） 
  『物理のエッセンス電磁気・熱・原子―新課程対応』（河合出版） 
  『良問の風物理頻出・標準入試問題集』（河合出版） 
BASIC物理【演習編】 『良問の風物理頻出・標準入試問題集』（河合出版） 
二次私大物理講義 『物理のエッセンス力学・波動―新課程対応』（河合出版） 
  『物理のエッセンス電磁気・熱・原子―新課程対応』（河合出版） 
  『名問の森物理 (力学・波動)』（河合出版） 
  『名問の森物理 (電磁気・熱・原子)』（河合出版） 
  『理系標準問題集物理』（駿台文庫） 
二次私大物理演習 『名問の森物理 (力学・波動)』（河合出版） 
  『名問の森物理 (電磁気・熱・原子)』（河合出版） 
  『理系標準問題集物理』（駿台文庫）

物理基礎講義　１回目 物理基礎講義　２回目 （苦手な単元）　物理基礎講義

（苦手な単元）　物理基礎講義，BASIC物理【理論編】，二次私大物理講義

BASIC物理【演習編】

同レベルの問題集
センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

同レベルの問題集 センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

二次私大物理演習（基礎～標準編）
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専
門
科
目
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに一通りの理論の学習を終えよう。 
①「基礎化学Ⅰ」は，単元ごとにポイントを学ぼう。その際必ずテキストに書き込みをしよう。 
②そのうえで学校採用の問題集などで十分に演習を行おう。!
③「基礎化学Ⅰ」が難しい場合は，「化学基礎講義」で学習をすると効果的です。!!

秋までに実践演習をし得点力をアップしよう。 
①理系の入試問題で頻出な箇所を多く学びましょう。 
②「基礎化学Ⅱ」では，引き続き理論の学習をし，理解に努めましょう。 
③「理系化学講義」では，映像でポイントをしっかりとつかみ，十分な演習を重ねましょう。!!

志望校にあわせて様々な演習を重ねよう。 
①さまざまな問題を解きながら自分の弱点を確認し，適宜映像を視聴して克服しましょう。 !!!

新課程対応パッケージ（基礎化学Ⅰ ＋ 基礎化学Ⅱ）

化学　年間スケジュール案

基
礎
科
目
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに一通りの理論の学習を終えよう。 
①一通り「化学基礎講義」を視聴しよう。苦手な単元はしっかりと学習するように心がけよう。 
②そのうえで学校採用の問題集をくり返し解き，教科書内容の知識を固めよう。!!!

秋までに弱点を克服して実践演習へと入ろう。 
①苦手な箇所を中心に，再度総復習をしておこう。 
②あわせてセンター試験の過去問題を解き，実践演習も行いましょう。!!!!

さまざまな問題演習で得点力をつけよう。 
①さまざまな問題を解きながら自分の弱点を確認し，適宜映像を視聴して克服しましょう。 !!!

おすすめ問題集 
化学基礎講義  『セミナー化学基礎』（第一学習社） 
基礎化学Ⅰ  『岡野の化学が初歩からしっかり身につく 「理論化学(1)」』（技術評論社） 
  『岡野の化学が初歩からしっかり身につく「無機化学+有機化学(1)」 』（技術評論社） 
基礎化学Ⅱ  『岡野の化学が初歩からしっかり身につく 「理論化学(1)」』（技術評論社） 
  『岡野の化学が初歩からしっかり身につく「無機化学+有機化学(1)」 』（技術評論社）

化学基礎講義　１回目 化学基礎講義　２回目 （苦手な単元）　化学基礎講義

同レベルの問題集
センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

理系化学講義（苦手な場合）　化学基礎講義

同レベルの問題集 同レベルの問題集
センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

（苦手な単元）　基礎化学Ⅰ，基礎化学Ⅱ
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専
門
科
目
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに一通りの学習を終えよう。 
①映像視聴とあわせて，学校採用の問題集をくり返し解き，教科書内容の知識を固め
よう。!
②苦手な単元・項目は繰り返し視聴・演習をし，学校の問題集や同レベルの問題で強
固なものとしておこう。!

秋までに弱点を克服して実践演習へと入ろう。 
①映像視聴とあわせてセンター試験の過去問題を解きましょう。!
②国公立受験生や，難関大志望生は，「生物難関大入試演習」にもチャレンジしよ
う。わからない箇所は「Hi-Level生物」でしっかりと復習しておこう。!!

志望校にあわせて様々な演習を重ねよう。 
①さまざまな問題を解きながら自分の弱点を確認し，適宜映像を視聴して克服しましょう。 !!!

新課程対応パッケージ（Hi-Level生物Ⅰ ＋ Hi-Level生物Ⅱ）

生物　年間スケジュール案

基
礎
科
目
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに一通りの学習を終えよう。 
①一通り，「生物基礎講義」を視聴しよう。 
②そのうえで，学校採用の問題集をくり返し解き，教科書内容の知識を固めよう。!!!!

秋までに弱点を克服して実践演習へと入ろう。 
①苦手な箇所を中心に，再度総復習をしておこう。 
②苦手な箇所は「Basic生物Ⅰ」で学習し直すことも有効です。 
③あわせてセンター試験の過去問題を解き，実践演習も行いましょう。!!

さまざまな問題演習で得点力をつけよう。 
①さまざまな問題を解きながら自分の弱点を確認し，適宜映像を視聴して克服しましょう。 !!!

おすすめ問題集 
生物基礎講義  学校で配布される各種参考書・問題集 
BASIC生物Ⅰ  学校で配布される各種参考書・問題集 
Hi-Level生物Ⅰ 『実戦　生物重要問題集』（数研出版） 
Hi-Level生物Ⅱ 『実戦　生物重要問題集』（数研出版）

生物基礎講義　１回目 生物基礎講義　２回目

Basic生物Ⅰ

学校使用の問題集，教科書
センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

（苦手な単元）生物基礎講義，Basic生物Ⅰ

（苦手な場合）Basic生物Ⅰ

同レベルの問題集

生物難関大入試演習

（苦手な単元）Basic生物Ⅰ，Hi-Level生物Ⅰ，Hi-Level生物Ⅱ

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題
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地理　年間スケジュール案

私
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

まずはセンター試験レベルの土台固めを。 
①センター試験レベルは基礎知識がほとんどです。基礎的な内容・用語をすべて網羅
し，系統分野を完璧にしておこう。 
②学校で習ったことを確認しながら，全体的に学習することで，センター試験レベル
の学力を身につけましょう。!

夏期講習で弱点を克服。 
①夏期講習を中心に，再度弱点となる箇所を中心に学習しておこう。 
②特に用語をしっかりと押さえておくことが大切です。!
③過去問題を解きながら，わからない所は映像で確認しよう。!!

本番までに実践演習で得点力をアップ。 
①「センター地理」で学習した内容の復習の意味も込めて，地域ごとに学習をしていこう。 
②あやふやな部分があれば，すぐに「センター地理」で復習をしよう。!
③その他，入試までにさまざまな過去問題を解き，問題演習をすすめておこう。!!

文
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

まずはセンター試験レベルの土台固めを。 
①センター試験レベルは基礎知識がほとんどです。基礎的な内容・用語をすべて網羅
し，系統分野を完璧にしておこう。 
②学校で習ったことを確認しながら，全体的に学習することで，センター試験レベル
の学力を身につけましょう。!

夏期講習で弱点を克服。 
①夏期講習を中心に，再度弱点となる箇所を中心に学習
しておこう。 
②特に用語をしっかりと押さえておくことが大切です。 
③過去問題を解きながら，わからない所は映像で確認し
よう。

秋に実践演習で得点力をアップ。 
①「センター地理」で学習した内容の復習の意味も込めて，地域ごとに学習をしてい
こう。 
②あやふやな部分があれば，すぐに「センター地理」で復習をしよう。!!

論述演習で抜け漏れのない対策を。 
①「センター地理」「二次私大地理」で学習した内容を，文章化する練習を行おう。!
②講義を聞いた後，同じ問題を自分の言葉で表現・理解し，暗記ではなくポイントを押さえる学習をすると効果的で
す。!
③その他，入試までにさまざまな過去問題を解き，問題演習をすすめておこう。!

理
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

まずはセンター試験レベルの土台固めを。 
①センター試験レベルは基礎知識がほとんどです。基礎的な内容・用語をすべて網羅し，系統分野を完璧にしておこ
う。 
②学校で習ったことを確認しながら，全体的に学習することで，センター試験レベルの学力を身につけましょう。!!

秋までに弱点を克服。 
①夏から秋までに，再度弱点となる箇所を中心に学習しておこう。 
②特に用語をしっかりと押さえておくことが大切です。!
③過去問題を解きながら，わからない所は映像で確認しよう。!!

本番までに実践演習で得点力をアップ。 
①「センター地理」で学習した内容の復習の意味も込めて，地域ごとに学習をしていこう。 
②あやふやな部分があれば，すぐに「センター地理」で復習をしよう。!
③その他，入試までにさまざまな過去問題を解き，問題演習をすすめておこう。!!

おすすめ問題集 
センター地理  『センター試験への道　地理』（山川出版社） 
二次私大地理（地誌編） 予備校系出版社の問題集や過去問題 
地理論述  予備校系出版社の問題集や過去問題

センター地理　１回目 センター地理　２回目 二次私大地理（地誌編）

（苦手単元のみ）　センター地理

センター地理　１回目 センター地理　２回目 二次私大地理（地誌編） 地理論述

（苦手単元のみ）　センター地理，二次私大地理（地誌編）

センター地理　１回目 センター地理　２回目 二次私大地理（地誌編）

（苦手単元のみ）　センター地理

同レベルの問題集

同レベルの問題集

同レベルの問題集

センター試験過去問題・私大過去問題・類題

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題
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日本史　年間スケジュール案

私
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに幕末までの学習を終える。 
①原始～近世までの基礎・標準レベルの学習をすすめましょう。歴史の流れ・理解と受験のポイントを学びます。 
②学校で学習した教科書・ノート・資料集とあわせて学習すると効果的です。 
③夏期講習では文化史の学習も行い，受験の実践力を高めましょう。!
④余力のある生徒は日本史難関私大演習も，日本史講義の復習をかねて学習しましょう。!

冬までに現代までの学習を終える。 
①近現代の基礎・標準レベルの学習をすすめましょう。 
②学校で学習した教科書・ノート・資料集とあわせて学習すると効果的です。 
③冬期講習では文化史の学習も行い，受験の実践力を高めましょう。!
④余力のある生徒は日本史難関私大演習も，日本史講義の復習をかねて学習しましょう。!

弱点補強で抜け漏れのない得点力を。 
①苦手単元は再度映像を学習しなおし，知識の増強を図りましょう。 
②あわせて日本史テーマ別演習も視聴し，今までと異なった角度から総仕上げをしま
しょう。 !

文
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに幕末までの学習を終える。 
①原始～近世までの基礎・標準レベルの学習をすすめましょう。歴史の流れ・理解と受験のポイントを学びます。 
②学校で学習した教科書・ノート・資料集とあわせて学習すると効果的です。 
③夏期講習では文化史の学習も行い，受験の実践力を高めましょう。!!

冬までに現代までの学習を終える。 
①近現代の基礎・標準レベルの学習をすすめましょう。 
②学校で学習した教科書・ノート・資料集とあわせて学習すると効果的です。 
③冬期講習では文化史の学習も行い，受験の実践力を高めましょう。!!

弱点補強で抜け漏れのない得点力を。 
①苦手単元は再度映像を学習しなおし，知識の増強を図りましょう。 
②あわせて日本史テーマ別演習も視聴し，今までと異なった角度から総仕上げをしま
しょう。 !

理
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに幕末までの学習を終える。 
①原始～近世までの基礎・標準レベルの学習をすすめましょう。歴史の流れ・理解と受験のポイントを学びます。 
②学校で学習した教科書・ノート・資料集とあわせて学習すると効果的です。 
③夏期講習では文化史の学習も行い，受験の実践力を高めましょう。!!

冬までに現代までの学習を終える。 
①近現代の基礎・標準レベルの学習をすすめましょう。 
②学校で学習した教科書・ノート・資料集とあわせて学習すると効果的です。 
③冬期講習では文化史の学習も行い，受験の実践力を高めましょう。!!

弱点補強で抜け漏れのない得点力を。 
①苦手単元は再度映像を学習しなおし，知識の増強を図りましょう。 !!!

日本史講義 第1～8章 日本史講義 第９～12章 日本史講義 第13～19章 日本史文化史 第5章 （苦手単元のみ）　日本史講義

センター対策日本史 日本史テーマ別演習日本史文化史 第1～4章

日本史難関私大演習 第1～23講 日本史難関私大演習 第24～35講 ，日本史難関私大演習(文化史)
センター試験過去問題・私大過去問題・類題

日本史講義 第1～8章 日本史講義 第９～12章 日本史講義 第13～19章 日本史文化史 第5章 （苦手単元のみ）　日本史講義

センター対策日本史 日本史テーマ別演習日本史文化史 第1～4章

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

論述対策

日本史講義 第1～8章 日本史講義 第９～12章 日本史講義 第13～19章 日本史文化史 第5章 （苦手単元のみ）　日本史講義

センター対策日本史日本史文化史 第1～4章

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

おすすめ問題集 
学校配布の資料集，日本史講義内の確認問題 11



世界史　年間スケジュール案

私
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに通史を学習し終える。 
①受験まで時間に余裕があるので，着実に落ち着いて学習しよう。 
②現役生は学校の定期考査があるので，その時期には試験範囲に合わせて定期考査対
策として学習するのも良いでしょう。 
③志望校によって難関大論述演習も併せて学習しましょう。 

秋までに反復学習で弱点克服する。 
①さまざまな問題演習や模擬試験・定期考査などで苦手としている単元を中心に，失
点箇所を何度も反復学習し，仕上げましょう。 
②夏期講習からは志望校の過去問題を解き，積極的に学習しましょう。 !

秋以降は実践演習と文化史学習で得点力の増強。 
①文化史の学習のほか，過去問題を解いて間違いの多い時代をピンポイントで反復受講することが大切です。 
②難関大志望の生徒は論述対策も行い，実践力を身につけよう。 !!

文
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに通史を学習し終える。 
①受験まで時間に余裕があるので，着実に落ち着いて学習しよう。 
②現役生は学校の定期考査があるので，その時期には試験範囲に合わせて定期考査対
策として学習するのも良いでしょう。 
③志望校によって難関大論述演習も併せて学習しましょう。 

秋までに反復学習で弱点克服・論述対策をする。 
①さまざまな問題演習や模擬試験・定期考査などで苦手としている単元を中心に，失
点箇所を何度も反復学習し，仕上げましょう。 
②夏期講習からは志望校の過去問題を解き，積極的に学習しましょう。 
③難関大論述演習で記述式問題にも対応できる力を身につけましょう。 

秋以降は実践演習と文化史学習で得点力の増強。 
①文化史の学習のほか，過去問題を解いて間違いの多い時代をピンポイントで反復受講することが大切です。 
②難関大志望の生徒は論述対策も行い，実践力を身につけよう。 !!

理
系
国
公
立
大
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに通史を学習し終える。 
①受験まで時間に余裕があるので，着実に落ち着いて学習しよう。 
②現役生は学校の定期考査があるので，その時期には試験範囲に合わせて定期考査対
策として学習するのも良いでしょう。 !

秋までに反復学習で弱点克服する。 
①さまざまな問題演習や模擬試験・定期考査などで苦手としている単元を中心に，失
点箇所を何度も反復学習し，仕上げましょう。 
②夏期講習からは志望校の過去問題を解き，積極的に学習しましょう。 !

秋以降は実践演習と文化史学習で得点力の増強。 
①センター試験レベルの文化史の学習を行いましょう。 
②過去問題を解いて間違いの多い時代をピンポイントで反復受講することが大切です。 
③他教科とのバランスにもよりますが，センター世界史演習でたくさん演習するとより効果的です。 !

世界史講義（２次・私大対応）１回目 世界史講義（２次・私大対応）２回目 世界史難関大論述演習

世界史難関大論述演習　１回目 世界史難関大論述演習　２回目

センター試験過去問題・私大過去問題・類題

センター世界史講義(文化史)

世界史講義文化史 
(２次・私大対応)

センター世界史演習(文化史)

世界史演習文化史

世界史講義（２次・私大対応）１回目 世界史講義（２次・私大対応）２回目

世界史難関大論述演習 世界史難関大論述演習

センター世界史講義(文化史)

世界史講義文化史 
(２次・私大対応)

センター世界史演習(文化史)

世界史演習文化史

世界史演習（２次・私大対応）
センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

センター世界史講義　１回目 センター世界史講義　２回目 センター世界史講義　３回目

センター世界史講義(文化史) センター世界史演習

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

おすすめ問題集 
世界史講義シリーズ 『マーク式基礎問題集　世界史Ｂ〔空欄完成〕』（河合出版） 
  『センター試験への道 世界史  問題と解説』（山川出版社） 
  『大学入試センター試験完全対策 世界史Ｂ』（山川出版社）

世界史難関大論述演習 『詳説世界史論述問題集』（山川出版社） 
  『世界史論述』（河合出版） 
  『世界史論述のトレーニング』（Ｚ会出版） 12



おすすめ問題集 
学校配布の教科書，プリント類，市販問題集をセットで使うと効果的です。

公民　年間スケジュール案

政
治
・
経
済
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに政治分野をマスター。 
①週1回の映像視聴を目安として，政治分野の学習を進めましょう。 
②講座の視聴とともに，まずは学校の教科書・プリントおよび市販問題集で基礎知識の確認を，その後，センター
試験過去問題集などで，実践問題演習も進めましょう。 !

冬までに経済分野をマスター。 
①週1回の映像視聴を目安として，経済分野の学習を進めましょう。 
②講座の視聴とともに，まずは学校の教科書・プリントおよび市販問題集で基礎知識の確認を，その後，センター
試験過去問題集などで，実践問題演習も進めましょう。 !

入試直前期は徹底的に総復習。 
①センター政治経済講義のテキストを徹底的に見直しましょう。 
②知識の抜け落ちている部分があれば，再度映像を視聴しなおし，穴を埋めましょう。 
③映像以外にも徹底的に問題演習をし，各自の志望校の出題にあわせておきましょう。 !

倫
理
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに近代思想までをマスター。 
①週1～2回の映像視聴を目安として，青年期・古代思想・西洋近代思想の学習を進めましょう。 
②講座の視聴とともに，まずは学校の教科書・プリントおよび市販問題集で基礎知識の確認を，その後，センター
試験過去問題集などで，実践問題演習も進めましょう。 !

冬までにすべての分野をマスター。 
①週1～2回の映像視聴を目安として，現代思想・日本思想・現社分野の学習を進めましょう。 
②講座の視聴とともに，まずは学校の教科書・プリントおよび市販問題集で基礎知識の確認を，その後，センター
試験過去問題集などで，実践問題演習も進めましょう。 !

入試直前期は徹底的に総復習。 
①センター倫理講義のテキストを徹底的に見直しましょう。 
②知識の抜け落ちている部分があれば，再度映像を視聴しなおし，穴を埋めましょう。 
③映像以外にも徹底的に問題演習をし，各自の志望校の出題にあわせておきましょう。 !

現
代
社
会
受
験
生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏までに経済分野をマスター。 
①週1回の映像視聴を目安として，経済分野の学習を進めましょう。 
②講座の視聴とともに，まずは学校の教科書・プリントおよび市販問題集で基礎知識の確認を，その後，センター
試験過去問題集などで，実践問題演習も進めましょう。 !

冬までにすべての分野をマスター。 
①週1回の映像視聴を目安として，政治分野・倫理分野の学習を進めましょう。 
②講座の視聴とともに，まずは学校の教科書・プリントおよび市販問題集で基礎知識の確認を，その後，センター
試験過去問題集などで，実践問題演習も進めましょう。 !

入試直前期は徹底的に総復習。 
①センター現代社会のテキストを徹底的に見直しましょう。 
②知識の抜け落ちている部分があれば，再度映像を視聴しなおし，穴を埋めましょう。 
③映像以外にも徹底的に問題演習をし，各自の志望校の出題にあわせておきましょう。 !

センター政治経済講義　［第１章・政治分野］ センター政治経済講義　［第２章・経済分野］ （苦手単元のみ）　センター政治経済講義

センター試験過去問題・類題（政治分野） センター試験過去問題・類題（経済分野）

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

センター倫理講義　［第１～３章・青年期～近代思想］ センター倫理講義　［第４～６章・現代思想～現社分野］ （苦手単元のみ）　センター倫理講義

センター試験過去問題・類題（青年期～近代思想） センター試験過去問題・類題（現代思想～現社分野）

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

センター現代社会　［第１章・経済分野］ センター現代社会　［第２章・政治分野］ （苦手単元のみ）　センター現代社会センター現代社会 
［第３章・倫理分野］

センター試験過去問題・類題（経済分野） センター試験過去問題・類題（政治分野・倫理分野）

センター試験過去問題・志望校過去問題・類題

※センター試験で「倫理，政治経済」を受験する人は，上記スケジュールを参考に，それぞれ「センター倫理講義」「センター政治経済講義」を受講してください。 13



新課程への対応早見表

●物理 
【物理基礎】 
　　物理基礎講義を受講してください。 

【物理（専門科目）】 
　　「新課程対応パッケージ」もしくは，Basic物理と二次私大物理を組み合わせて 
　　ご活用ください。詳しくは下記表をご参照ください。

新学習指導要領での学習内容 ベリタス各講座の主要対応箇所

単元名 主要な項目名 Basic物理 二次私大物理講義

様々な運動

平面内の運動と 
　剛体のつり合い 
運動量･円運動･単振動 
万有引力 
気体分子の運動

第１章
第１章 
第２章

波
波の伝わり方 
音 
光

第３章

電気と磁気 電気と電流 
電流と磁界 第４章 第３章

原子 電子と光 
原子と原子核

新学習指導要領での学習内容 ベリタス各講座の主要対応箇所

単元名 主要な項目名 基礎化学Ⅰ 基礎化学Ⅱ

物質の状態と 
平衡

物質の状態とその変化 
溶液と平衡 物質の構造

物質の変化と 
平衡

化学反応とエネルギー 
化学反応と化学平衡

理論編 
（8,12～14講）

反応速度と 
化学均衡

無機物質の 
性質と利用

無機物質 
無機物質と人間生活 無機編

有機化合物の 
性質と利用

有機化合物 
有機化合物と人間生活 有機編

高分子化合物の 
性質と利用

高分子化合物 
高分子化合物と人間生活 生物と物質

新学習指導要領での学習内容 ベリタス各講座の主要対応箇所

単元名 主要な項目名 Basic生物 Hi-Level生物Ⅰ Hi-Level生物Ⅱ

生命現象と物質
細胞と分子 
代謝 
遺伝情報の発現

第１章 第１章 第１章 
第２章

生殖と発生
有性生殖 
動物の発生 
植物の発生

第２章 第２章

生物の環境応答 動物の反応と行動 
植物の環境応答

第４章 
第６章

第４章 
第６章

生態と環境 個体群と生物群集 
生態系 第３章

生物の進化と 
系統

生物の進化の仕組み 
生物の系統 第４章

14

①「Baisic物理（理論編）」「二次私大物理講義」を受講すると，新課程「物理基礎」「物理」の原子
物理を除く範囲を学習することが出来ます。 
②「原子」分野の講義がありませんが，2015年春の入試ではほとんど出題されない予想です（浪人生に
配慮するため）。ただし，ベリタスとしては必要とされる生徒さんがおられることも考慮し，2014年中
に「二次私大物理講義」または新規講座として追加する予定です。

①新課程の化学（専門科目）は、『基礎化学Ⅰの第8，12～14講，無機化学，有機化学』と、『基礎化
学Ⅱのすべて』になります。

●化学 
【化学基礎】 
　　化学基礎講義を受講してください。 

【化学（専門科目）】 
　　「新課程対応パッケージ」もしくは，基礎化学Ⅰと基礎化学Ⅱを組み合わせて 
　　ご活用ください。詳しくは下記表をご参照ください。

●生物 
【生物基礎】 
　　生物基礎講義を受講してください。 

【生物（専門科目）】 
　　「新課程対応パッケージ」もしくは，Hi-Level生物ⅠとHi-Level生物Ⅱを 
　　組み合わせてご活用ください。詳しくは下記表をご参照ください。 
　　また，２次試験で「生物基礎」を受験される方は「【生物基礎】新課程パッケージ」 
　　をご覧ください。

①Basic生物Iの各章末講の「第●章の演習」は，視聴した講に対応して解くようにさせ，視聴しなかっ
た講に含まれる問題は解かなくて構いません。

●数学 
　新課程にご対応いただくため、作成中の「数学α講座」（新課程）と、既存の「スパイラル数学α」（旧課程）を組み合わせた「新課程対応パッケージ」を新規追加講座としてご利用いただけるようになりました。 
　以下の表を参照に、現在の進捗をご確認のうえ、ご活用ください。 

講座内容

章名 既存講座の該当箇所

第１章　数と式・論理と集合 数学α講座ⅠＡ　　　「数と式・論理と集合」

第２章　２次関数 スパイラル数学αⅠＡ「２次関数」　　　　　　　第１～１０講

第３章　図形と計量 スパイラル数学αⅠＡ「図形と計量」　　　　　　第１～１１講

第４章　データの分析 数学α講座ⅠＡ　　　「データの分析」　　　　　第１～３講

第５章　場合の数と確率 数学α講座ⅠＡ　　　「場合の数と確率」　　　　第１～９講

第６章　図形の性質 スパイラル数学αⅠＡ「平面図形」　　　　　　　第１～９講

第７章　整数の性質 数学α講座ⅠＡ　　　「整数の性質」　　　　　　第１～６講

講座内容

章名 既存講座の該当箇所

第１章　式と証明･複素数と方程式 数学α講座ⅡＢ　　　「式と証明･複素数と方程式」第１～１１講

第２章　図形と方程式 スパイラル数学αⅡＢ「図形と方程式」　　　　　  第１～８講

第３章　三角関数 スパイラル数学αⅡＢ「三角関数」　　　　　　　  第１～８講

第４章　指数関数と対数関数 スパイラル数学αⅡＢ「指数・対数関数」　　　　  第１～３講

第５章　微分法と積分法 スパイラル数学αⅡＢ「微分・積分」　　　　　　  第１～３講

第６章　ベクトル スパイラル数学αⅡＢ「ベクトル」　　　　　　　  第１～１０講

第７章　数列 スパイラル数学αⅡＢ「数列」　　　　　　　　　  第１～１０講

講座内容

章名 既存講座の該当箇所

第１章　複素数平面 数学α講座Ⅲ　　　　「複素数平面」　　　　　　　第１～６講

第２章　式と曲面 スパイラル数学αⅢＣ「２次曲線」　　　　　　　　第１～５講

第３章　関数と極限 スパイラル数学αⅢＣ「関数と極限」　　　　　　　第１～６講

第４章　微分法 スパイラル数学αⅢＣ「微分法」　　　　　　　　　第１～９講

第５章　積分法 スパイラル数学αⅢＣ「積分法」　　　　　　　　　第１～９講
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