
東大理系志望 年間計画サンプル

学年：高1

4月/高1 5月/高1 6月/高1 7月/高1 8月/高1 9月/高1
学校他 入学 中間試験/体育祭 期末試験/夏休み 夏休み 文化祭

英語

・ターゲット1900<1周目>
・スタディサプリ（高1～高3
英語超入門・高1高2英単
語入門編・高1高2ハイレ
ベル英語文法編）

・ターゲット1900<1周目>
・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル英語文法編）

・ターゲット1900<1周目>
・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル英語文法編）
・入門英文法問題精講<1
周目>

・ターゲット1900<1周目>
・入門英文法問題精講<1
周目>
・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル英語読解編）

・ターゲット1900<2周目>
・入門英文法問題精講<2
周目>
・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル英語読解編）
・英文読解入門基本はこ
こだ!<1周目>

・ターゲット1900<3周目>
・英文読解入門基本はこ
こだ!<2周目>
・入門英文解釈の技術
70<1周目>
・スクランブル英文法・語
法<1周目>

数学

・スタディサプリ（高1高2ス
タンダードレベルIAIIB）
<IAのみ>
・青チャートIA（lv.1～3）<1
周目>

・スタディサプリ（高1高2ス
タンダードレベルIAIIB）
<IAのみ>
・青チャートIA（lv.1～3）<1
周目>

・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル&トップレベル
IAIIB）<IAのみ>
・青チャートIA（lv.4～5&そ
のほか）<1周目>

・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル&トップレベル
IAIIB）<IAのみ>
・青チャートIA（lv.4～5&そ
のほか）<1周目>

・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル&トップレベル
IAIIB）<IAのみ>
・青チャートIA（lv.4～5&そ
のほか）<1周目>

・スタディサプリ（高1高2ス
タンダードレベルIAIIB）
<IIBのみ>
・青チャートIA<2周目>
・青チャートIIB（lv.1～3）
<1周目>

国語

・スタディサプリ（高1高2古
文文法編）
・日栄社発展30日完成古
文（高校初級用）<1周目>
・古文単語315<1周目>

・スタディサプリ（高1高2古
文文法編）
・日栄社発展30日完成古
文（高校初級用）<1周目>
・古文単語315<1周目>

・スタディサプリ（高1高2古
文文法編）
・日栄社発展30日完成古
文（高校初級用）<2周目>
・古文単語315<1周目>

・スタディサプリ（高1高2高
3漢文編）
・日栄社発展30日完成漢
文（高校初級用）<1周目>
・古文単語315<2周目>
・日栄社発展30日完成古
文（高校中級用）<1周目>

・スタディサプリ（高1高2高
3漢文編）
・日栄社発展30日完成漢
文（高校初級用）<1周目>
・古文単語315<2周目>
・日栄社発展30日完成古
文（高校中級用）<1周目>

・古文単語315<3周目>
・日栄社発展30日完成漢
文（高校初級用）<2周目>
・日栄社発展30日完成古
文（高校中級用）<2周目>

10月/高1 11月/高1 12月/高1 1月/高1 2月/高1 3月/高1

学校他 中間試験 文理選択 期末試験/冬休み 冬休み 期末試験/春休み

英語

・ターゲット1900<3周目>
・英文読解入門基本はこ
こだ!<2周目>
・入門英文解釈の技術
70<1周目>
・スクランブル英文法・語
法<1周目>

・ターゲット1900<4周目>
・入門英文解釈の技術
70<1周目>
・スクランブル英文法・語
法<1周目>

・ターゲット1900<4周目>
・入門英文解釈の技術
70<2周目>
・基礎英文解釈の技術
100<1周目>
・スクランブル英文法・語
法<2周目>

・ターゲット1900<5周目>
・入門英文解釈の技術
70<2周目>
・基礎英文解釈の技術
100<1周目>
・スクランブル英文法・語
法<2周目>

・ターゲット1900<5周目>
・入門英文解釈の技術
70<2周目>
・基礎英文解釈の技術
100<1周目>
・スクランブル英文法・語
法<2周目>

・ターゲット1900<5周目>
・基礎英文解釈の技術
100<2周目>
・スクランブル英文法・語
法<3周目>
・入門英語長文問題精講
<1周目>

数学

・スタディサプリ（高1高2ス
タンダードレベルIAIIB）
<IIBのみ>
・青チャートIA<2周目>
・青チャートIIB（lv.1～3）
<1周目>

・スタディサプリ（高1高2ス
タンダードレベルIAIIB）
<IIBのみ>
・青チャートIA<2周目>
・青チャートIIB（lv.1～3）
<1周目>

・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル&トップレベル
IAIIB）<IIBのみ>
・青チャートIA<2周目>
・青チャートIIB（lv.4～5&
そのほか）<1周目>

・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル&トップレベル
IAIIB）<IIBのみ>
・青チャートIA<2周目>
・青チャートIIB（lv.4～5&
そのほか）<1周目>

・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル&トップレベル
IAIIB）<IIBのみ>
・青チャートIA<2周目>
・青チャートIIB（lv.4～5&
そのほか）<1周目>

・スタディサプリ（高1高2ハ
イレベル&トップレベル
IAIIB）<IIBのみ>
・青チャートIIB（lv.4～5&
そのほか）<1周目>

国語

・古文単語315<3周目>
・日栄社発展30日完成漢
文（高校初級用）<2周目>
・日栄社発展30日完成古
文（高校中級用）<2周目>

・古文単語315<4周目>
・日栄社発展30日完成古
文（高校上級用）<1周目>
・日栄社発展30日完成漢
文（高校中級用）<1周目>

・古文単語315<4周目>
・日栄社発展30日完成古
文（高校上級用）<1周目>
・日栄社発展30日完成漢
文（高校中級用）<1周目>

・古文単語315<5周目>
・日栄社発展30日完成古
文（高校上級用）<2周目>
・日栄社発展30日完成漢
文（高校中級用）<2周目>

・古文単語315<5周目>
・日栄社発展30日完成古
文（高校上級用）<2周目>
・日栄社発展30日完成漢
文（高校中級用）<2周目>

・日栄社発展30日完成漢
文（高校上級用）<1周目>
・入試現代文へのアクセス 
基本編



東大理系志望 年間計画サンプル

学年：高2

4月/高2 5月/高2 6月/高2 7月/高2 8月/高2 9月/高2

学校他 春休み
中間試験/体育祭/修学旅
行 期末試験/夏休み

夏休み/オープンキャンパ
ス 文化祭

英語

・鉄壁<1周目>
・入門英語長文問題精講
<1周目&2周目>
・基礎英語長文問題精講
<1周目>

・鉄壁<1周目>
・基礎英語長文問題精講
<1周目>
・[必修編] 英作文のトレー
ニング<1周目>

・鉄壁<1周目>
・基礎英語長文問題精講
<1周目>
・[必修編] 英作文のトレー
ニング<1周目>

・鉄壁<1周目>
・基礎英語長文問題精講
<2周目>
・[必修編] 英作文のトレー
ニング<2周目>

・鉄壁<2周目>
・基礎英語長文問題精講
<2周目>
・[必修編] 英作文のトレー
ニング<2周目>

・鉄壁<2周目>
・英語長文ポラリス1標準
レベル<1周目>
・[実戦編] 英作文のトレー
ニング<1周目>

数学

・スタディサプリ（高3スタン
ダードレベルIII）
・青チャートIIB<2周目>
・青チャートIII（lv.1～3）<1
周目>

・スタディサプリ（高3スタン
ダードレベルIII）
・青チャートIIB<2周目>
・青チャートIII（lv.1～3）<1
周目>

・スタディサプリ（高3ハイ
レベル&トップレベルIII）
・青チャートIIB<2周目>
・青チャートIII（lv.4～5&そ
のほか）<1周目>

・スタディサプリ（高3ハイ
レベル&トップレベルIII）
・青チャートIIB<2周目>
・青チャートIII（lv.4～5&そ
のほか）<1周目>

・スタディサプリ（高3ハイ
レベル&トップレベルIII）
・青チャートIIB<2周目>
・青チャートIII（lv.4～5&そ
のほか）<1周目>

・青チャートIIB<2周目>
・青チャートIII<2周目>

国語

・日栄社発展30日完成漢
文（高校上級用）<1周目>
・入試現代文へのアクセス 
基本編

・日栄社発展30日完成漢
文（高校上級用）<2周目>
・入試現代文へのアクセス 
発展編

・入試現代文へのアクセス 
発展編
・得点奪取古文<1周目>
・得点奪取漢文<1周目>

・入試現代文へのアクセス 
完成編
・得点奪取古文<1周目>
・得点奪取漢文<1周目>

・入試現代文へのアクセス 
完成編
・得点奪取古文<2周目>
・得点奪取漢文<2周目>

・入試現代文へのアクセス 
完成編
・得点奪取古文<2周目>
・得点奪取漢文<2周目>

物理

・スタディサプリ（高1高2物
理）
・セミナー基本問題<1周
目>

・スタディサプリ（高1高2物
理）
・セミナー基本問題<1周
目>

・スタディサプリ（高1高2物
理）
・セミナー基本問題<1周
目>

・セミナー基本問題<2周
目>
・セミナー発展&総合問題
<1周目>

・セミナー基本問題<2周
目>
・セミナー発展&総合問題
<1周目>

・セミナー基本問題<2周
目>
・セミナー発展&総合問題
<1周目>

化学

・スタディサプリ（高1高2化
学）
・セミナー基本問題<1周
目>

・スタディサプリ（高1高2化
学）
・セミナー基本問題<1周
目>

・スタディサプリ（高1高2化
学）
・セミナー基本問題<1周
目>

・セミナー基本問題<2周
目>
・セミナー発展&総合問題
<1周目>

・セミナー基本問題<2周
目>
・セミナー発展&総合問題
<1周目>

・セミナー基本問題<2周
目>
・セミナー発展&総合問題
<1周目>

10月/高2 11月/高2 12月/高2 1月/高2 2月/高2 3月/高2

学校他 中間試験 科目選択 期末試験/冬休み
冬休み/共通テスト同日模
試 期末試験/春休み

英語

・鉄壁<2周目>
・英語長文ポラリス1標準
レベル<1周目>
・[実戦編] 英作文のトレー
ニング<1周目>

・鉄壁<2周目>
・英語長文ポラリス1標準
レベル<2周目>
・[実戦編] 英作文のトレー
ニング<2周目>

・鉄壁<3周目>
・英語長文ポラリス2応用
レベル<1周目>
・[実戦編] 英作文のトレー
ニング<2周目>

・鉄壁<3周目>
・英語長文ポラリス2応用
レベル<1周目>
・キムタツリスニング 合格
の法則【基礎編】<1周目>

・鉄壁<3周目>
・英語長文ポラリス2応用
レベル<2周目>
・キムタツリスニング 合格
の法則【基礎編】<1周目>

・鉄壁<3周目>
・英語長文ポラリス3発展
レベル<1周目>
・キムタツリスニング 合格
の法則【基礎編】<2周目>

数学

・上級問題精講IAIIB<1周
目>
・青チャートIII<2周目>

・上級問題精講IAIIB<1周
目>
・青チャートIII<2周目>

・上級問題精講IAIIB<1周
目>
・青チャートIII<2周目>

・上級問題精講IAIIB<1周
目>
・青チャートIII<2周目>

・上級問題精講IAIIB<2周
目>
・青チャートIII<2周目>

・上級問題精講IAIIB<2周
目>
・上級問題精講III<1周目>

国語
・得点奪取現代文
・センター過去問

・得点奪取現代文
・センター過去問

・得点奪取現代文
・センター過去問 ・センター過去問 ・センター過去問 ・センター過去問

物理

・セミナー基本問題<2周
目>
・セミナー発展&総合問題
<1周目>

・セミナー発展&総合問題
<2周目>

・セミナー発展&総合問題
<2周目> ・重要問題集<1周目> ・重要問題集<1周目> ・重要問題集<1周目>

化学

・セミナー基本問題<2周
目>
・セミナー発展&総合問題
<1周目>

・セミナー発展&総合問題
<2周目>

・セミナー発展&総合問題
<2周目> ・重要問題集<1周目> ・重要問題集<1周目> ・重要問題集<1周目>



東大理系志望 年間計画サンプル

学年：高3

4月/高3 5月/高3 6月/高3 7月/高3 8月/高3 9月/高3

学校他 春休み 中間試験/体育祭 期末試験/夏休み 夏休み/東大模試

英語

・鉄壁<4周目>
・英語長文ポラリス3発展
レベル<1周目>
・キムタツリスニング 合格
の法則【実践編】<1周目>

・鉄壁<4周目>
・英語長文ポラリス3発展
レベル<2周目>
・キムタツリスニング 合格
の法則【実践編】<1周目>

・鉄壁<4周目>
・キムタツリスニング 合格
の法則【実践編】<2周目>
・やっておきたい1000<1
周目>

・鉄壁<4周目>
・キムタツの東大英語リス
ニング <1周目>
・やっておきたい1000<1
周目>

・鉄壁<5周目>
・キムタツの東大英語リス
ニング <1周目>
・やっておきたい1000<2
周目>

・鉄壁<5周目>
・キムタツの東大英語リス
ニング <2周目>
・東大の英語27カ年

数学

・上級問題精講IAIIB<2周
目>
・上級問題精講III<1周目>

・やさしい理系数学<1周
目>
・上級問題精講III<1周目>

・やさしい理系数学<1周
目>
・上級問題精講III<1周目>

・やさしい理系数学<1周
目>
・上級問題精講III<2周目>

・やさしい理系数学<1周
目>
・上級問題精講III<2周目>

・やさしい理系数学<2周
目>
・上級問題精講III<2周目>
・東大の理系数学27か年

国語
・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

物理 ・重要問題集<1周目> ・重要問題集<2周目> ・重要問題集<2周目> ・重要問題集<2周目>
・名問の森<1周目>
・東大の物理27か年

・名問の森<1周目>
・東大の物理27か年

化学 ・重要問題集<1周目> ・重要問題集<2周目> ・重要問題集<2周目> ・重要問題集<2周目>
・化学の新演習<1周目>
・東大の化学27か年

・化学の新演習<1周目>
・東大の化学27か年

10月/高3 11月/高3 12月/高3 1月/高3 2月/高3 3月/高3
学校他 中間試験/東大模試 東大模試 期末試験/冬休み 冬休み/共通テスト 受験 春休み

英語

・鉄壁<5周目>
・キムタツの東大英語リス
ニングSUPER <1周目>
・東大の英語27カ年

・鉄壁<5周目>
・キムタツの東大英語リス
ニングSUPER <1周目>
・東大の英語27カ年

・鉄壁<5周目>
・共通テスト&センター過
去問
・東大の英語27カ年

・鉄壁<5周目>
・共通テスト&センター過
去問
・東大の英語27カ年
・キムタツの東大英語リス
ニングSUPER <2周目>
・東大の英語リスニング20
カ年

・鉄壁<5周目>
・共通テスト&センター過
去問
・東大の英語27カ年
・キムタツの東大英語リス
ニングSUPER <2周目>
・東大の英語リスニング20
カ年

数学

・やさしい理系数学<2周
目>
・上級問題精講III<2周目>
・東大の理系数学27か年

・やさしい理系数学<2周
目>
・東大の理系数学27か年

・共通テスト&センター過
去問
・東大の理系数学27か年

・共通テスト&センター過
去問
・やさしい理系数学<3周
目>
・東大の理系数学27か年

・やさしい理系数学<3周
目>
・東大の理系数学27か年

国語
・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

・共通テスト&センター過
去問

・共通テスト&センター過
去問
・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

・東大の古典27か年
・東大の現代文27か年

物理
・名問の森<1周目>
・東大の物理27か年

・名問の森<2周目>
・東大の物理27か年

・共通テスト&センター過
去問

・共通テスト&センター過
去問
・名問の森<2周目>
・東大の物理27か年 ・東大の物理27か年

化学
・化学の新演習<1周目>
・東大の化学27か年

・化学の新演習<2周目>
・東大の化学27か年

・共通テスト&センター過
去問

・共通テスト&センター過
去問
・化学の新演習<2周目>
・東大の化学27か年 ・東大の化学27か年


