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ベリタス・アカデミー 偏差値４０から偏差値６０への道 カリキュラム例
＜ 高校１年生 START 版 ＞

※理科・社会は、教室長の先生と相談の上、学校の履修科目に合わせて組み合わせてください。

ベリタスを高校１年生から始めことができれば、どのようなレベルの生徒さんも難関私大・国公立大合格を目指すことができます。

英文法対策 教科書レベル ：英文法の神（入門編） 全３３講義 （週２回ペース）英文法対策 教科書レベル ：英文法の神（入門編） 全３３講義 （週２回ペース）

短文読解対策 ： 英語構文の神 全１６講義 （週１回ペース）短文読解対策 ： 英語構文の神 全１６講義 （週１回ペース）

英文法復習 ： 英文法の神（入門編）の問題演習 ➡ 不安な単元のみ動画復習英文法復習 ： 英文法の神（入門編）の問題演習 ➡ 不安な単元のみ動画復習

長文読解対策 ： 高校入試英語 全１０講義 （週１回ペース）長文読解対策 ： 高校入試英語 全１０講義 （週１回ペース） 英検準２級 対策・受験英検準２級 対策・受験

数学ⅠＡ 教科書レベル対策（予習用） ： 数学α講座※新課程パッケージ 全５３講義 （週２回ペース）数学ⅠＡ 教科書レベル対策（予習用） ： 数学α講座※新課程パッケージ 全５３講義 （週２回ペース）

数学ⅠＡ 教科書レベル対策（テスト対策、復習用） ： トレーニング数学 （週１～２回ペース）数学ⅠＡ 教科書レベル対策（テスト対策、復習用） ： トレーニング数学 （週１～２回ペース）

復習：スパイラル数学初歩総合問題集➡動画復習：スパイラル数学初歩総合問題集➡動画

現代文 ： 必須現代文 全３０講義 （週１回ペース）現代文 ： 必須現代文 全３０講義 （週１回ペース）

古典 教科書レベル対策 ： 基礎古文Ⅰ 全３３講義 ＋ 古文入門 全３０講義 ＋ 基礎漢文 全９講座（週２回ペース）古典 教科書レベル対策 ： 基礎古文Ⅰ 全３３講義 ＋ 古文入門 全３０講義 ＋ 基礎漢文 全９講座（週２回ペース）

現代文 ： レベルアップ現代文① 全２０講義 （週１回ペース）現代文 ： レベルアップ現代文① 全２０講義 （週１回ペース）

化学基礎 教科書レベル ： 化学基礎講義 全１６講義 （週１回ペース）化学基礎 教科書レベル ： 化学基礎講義 全１６講義 （週１回ペース）

生物基礎 教科書レベル： 生物基礎講義 全１０講義 （週１回ペース）生物基礎 教科書レベル： 生物基礎講義 全１０講義 （週１回ペース）

物理基礎 教科書レベル ： 物理基礎講義 全１９講義 （週１回ペース）物理基礎 教科書レベル ： 物理基礎講義 全１９講義 （週１回ペース）

生物 教科書レベル、センター対策 ： 生物 新課程対応パッケージ 全２６講義 （週１回ペース）生物 教科書レベル、センター対策 ： 生物 新課程対応パッケージ 全２６講義 （週１回ペース）

日本史 教科書レベル： 日本史講義 全５８講義 ＋ 日本史文化史 全１５講義 （週２回ペース）日本史 教科書レベル： 日本史講義 全５８講義 ＋ 日本史文化史 全１５講義 （週２回ペース）

公民（現代社会、政治経済、倫理） 教科書レベル ： センター現代社会・政治経済・倫理講義から選択 全３１～３８講義 （週１回ペース）公民（現代社会、政治経済、倫理） 教科書レベル ： センター現代社会・政治経済・倫理講義から選択 全３１～３８講義 （週１回ペース）

模試対策：センター英語 ０８～１０年度模試対策：センター英語 ０８～１０年度英文法対策（教科書レベル）：英文法の神（速習編） 全３３講義 （週２回ペース）英文法対策（教科書レベル）：英文法の神（速習編） 全３３講義 （週２回ペース）

文法・語彙対策 ： センター第２問、第３問満点 全１５講義 （週１回ペース）文法・語彙対策 ： センター第２問、第３問満点 全１５講義 （週１回ペース）

長文対策：センター第４～６問 全２０講義 （週２回ペース）長文対策：センター第４～６問 全２０講義 （週２回ペース）

英検２級 対策・受験英検２級 対策・受験

数学ⅡＢ 教科書レベル対策（予習用） ： 数学α講座※新課程パッケージ 全５９講義 （週２回ペース）数学ⅡＢ 教科書レベル対策（予習用） ： 数学α講座※新課程パッケージ 全５９講義 （週２回ペース）

数学ⅡＢ 教科書レベル対策（テスト対策、復習） ： トレーニング数学 （週１～２回ペース）数学ⅡＢ 教科書レベル対策（テスト対策、復習） ： トレーニング数学 （週１～２回ペース）

復習：スパイラル数学初歩 総合問題集➡動
画

復習：スパイラル数学初歩 総合問題集➡動
画

現代文：レベルアップ現代文② 全２０講義 （週１回ペース）現代文：レベルアップ現代文② 全２０講義 （週１回ペース） センター対策：センター現代文 全１０講義 （週１回ペース）センター対策：センター現代文 全１０講義 （週１回ペース） （文系）現代文：決戦現代文① 全３２講義（文系）現代文：決戦現代文① 全３２講義

古典：基礎古文Ⅱ 全１０講義 （週１回ペース）古典：基礎古文Ⅱ 全１０講義 （週１回ペース）

推薦受験者：小論文対策 全１９講座推薦受験者：小論文対策 全１９講座

古典 センター対策：センター対策古文 全２０講義 ＋ センター対策漢文 全１０講義（週１回ペース）古典 センター対策：センター対策古文 全２０講義 ＋ センター対策漢文 全１０講義（週１回ペース） センター古文演習 全５講義センター古文演習 全５講義

生物 ： 生物 新課程対応パッケージ 全２６講義 （週１回ペース）生物 ： 生物 新課程対応パッケージ 全２６講義 （週１回ペース）

化学 教科書レベル、センター対策 ： 化学 新課程パッケージ 全５５講義 （週２回ペース）化学 教科書レベル、センター対策 ： 化学 新課程パッケージ 全５５講義 （週２回ペース）

物理 教科書レベル、センター対策 ： 物理 新課程パッケージ 全３２講義 ＋ センター原子物理特講 （週２回ペース）物理 教科書レベル、センター対策 ： 物理 新課程パッケージ 全３２講義 ＋ センター原子物理特講 （週２回ペース）

（難関私大） 化学 ： 基礎化学Ⅰ・Ⅱ 全６５講義 （苦手単元のみ）（難関私大） 化学 ： 基礎化学Ⅰ・Ⅱ 全６５講義 （苦手単元のみ）

世界史 教科書レベル： センター世界史講義・演習 全５８講義 ＋ 文化史 全１１講義 （週２回ペース）世界史 教科書レベル： センター世界史講義・演習 全５８講義 ＋ 文化史 全１１講義 （週２回ペース）

地理 教科書レベル： センター地理 全２５講義 ＋ 二次私大地理 全１０講義 （週２回ペース）地理 教科書レベル： センター地理 全２５講義 ＋ 二次私大地理 全１０講義 （週２回ペース） 日本史 センター試験対策： センター対策日本史 全２４講義 （週１回ペース）日本史 センター試験対策： センター対策日本史 全２４講義 （週１回ペース）

国公立２次試験・一般入試対策国公立２次試験・一般入試対策センター試験 対策センター試験 対策

模試対策：センター英語 １１～１４年度 全５講義（週１回ペース）模試対策：センター英語 １１～１４年度 全５講義（週１回ペース）

志望校別対策：産近甲龍 対策英語 （週１回ペース）志望校別対策：産近甲龍 対策英語 （週１回ペース）

センター試験 過去問演習・苦手単元の復習センター試験 過去問演習・苦手単元の復習

（私大：一般入試受験者）志望校別対策：関関同立 対策英語 （週１回ペース）（私大：一般入試受験者）志望校別対策：関関同立 対策英語 （週１回ペース）

センター試験・公募推薦入試対策センター試験・公募推薦入試対策

（国公立受験者）：国公立大英語 全１５講義（国公立受験者）：国公立大英語 全１５講義

国公立２次試験・一般入試対策国公立２次試験・一般入試対策

（理系）数学Ⅲ 教科書レベル対策 ： 数学α講座※新課程パッケージ 全３５講義 （週２回ペース）（理系）数学Ⅲ 教科書レベル対策 ： 数学α講座※新課程パッケージ 全３５講義 （週２回ペース）

模試対策 ： センター数学 全２１講義 （週１回ペース）模試対策 ： センター数学 全２１講義 （週１回ペース）

（理系）入試対策 ： スパイラル数学β（苦手単元のみ）（理系）入試対策 ： スパイラル数学β（苦手単元のみ）

センター試験・公募推薦入試対策センター試験・公募推薦入試対策

国公立２次試験・一般入試対策国公立２次試験・一般入試対策

（文系）現代文 ： 決戦現代文② 全３２講義 （週１回ペース）（文系）現代文 ： 決戦現代文② 全３２講義 （週１回ペース） （国公立）現代文：国公立大学記述対策現代文 全１５講義（国公立）現代文：国公立大学記述対策現代文 全１５講義 国公立２次試験、一般入試対策国公立２次試験、一般入試対策

推薦入試受験者：AO・推薦入試対策 全１５講義推薦入試受験者：AO・推薦入試対策 全１５講義センター漢文演習 全５講義センター漢文演習 全５講義 （文系）関関同立古文 全１０講義（文系）関関同立古文 全１０講義 （国公立）国公立２次対策古文 全１０講義（国公立）国公立２次対策古文 全１０講義 （国公立）最難関大の古文 全５講義（国公立）最難関大の古文 全５講義

（国公立・難関私大） 生物 ：Hi-Level 生物 Ⅰ・Ⅱ 全３８講義 （苦手単元のみ）（国公立・難関私大） 生物 ：Hi-Level 生物 Ⅰ・Ⅱ 全３８講義 （苦手単元のみ） （国公立・難関私大）生物：難関私大演習＋生物論述の書き方 全１２講義（国公立・難関私大）生物：難関私大演習＋生物論述の書き方 全１２講義

（難関大対策） 物理・化学 ： 二次私大物理講義・演習 （全２９講義） ＋ 理系化学講義（作成中） （週２回ペース）（難関大対策） 物理・化学 ： 二次私大物理講義・演習 （全２９講義） ＋ 理系化学講義（作成中） （週２回ペース）

（難関私大） 世界史 ：世界史講義・演習（二次・私大対応、文化史含む） 全６３講義（難関私大） 世界史 ：世界史講義・演習（二次・私大対応、文化史含む） 全６３講義

（難関私大）日本史 ： 日本史難関私大演習（文化史含む） 全４６講義 （週２回ペース）（難関私大）日本史 ： 日本史難関私大演習（文化史含む） 全４６講義 （週２回ペース） 地理論述 全１１講義地理論述 全１１講義

世界史難関大論述演習 全３１講義世界史難関大論述演習 全３１講義

日本史テーマ別演習 全１５講義日本史テーマ別演習 全１５講義

文理共通文理共通 主に文系主に文系 主に理系主に理系 映像以外映像以外サポート講座サポート講座

■１年生修了段階で、教科書レベルをしっかり理解できている状態にしていきます。

■２年生修了段階で、高校内容の学習をほぼ終え、センター試験や入試過去問を解ける状態にしていきます。

■３年生からは入試過去問を解きながら苦手単元の克服を行い、じっくり対策を行うことができます。


