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ターム 日程 時間 講座 担当 指定クラス 選抜
中1英 英文法特講G 宮下 中1英G 有
高3英 東大・京大英語H 羽座 高3英H 有
高3英 京大・阪大英語G 立川 高3英G -
高3英 京大・阪大英語F 石川 高3英F -
高3英 京大・阪大英語E 久保 高3英E -
中1英 英文法特講CA 石川 中1英CA 有
中2数 確率入門G 浦上 中2数G 有
中3英 中級英語A 山本 中3英A 有
高1数 指数・対数DB 石井 高1数DB -
高2英 実践英語H 羽座 高2英H 有
高2英 実践英語G 立川 高2英G -

17:00～19:00 高3現 東大・京大現代文G 池田 高3現G -
現代文入門 池田 中3～高1現オプション -
高3世 センター世界史G 鎌田 高3セ世G -
中1数 方程式C 秋山 中1数C 有
中1数 方程式A 真田 中1数A 有
中2英 初級英語C 中野 中2英C 有
中2英 初級英語A 山本 中2英A 有
中3英 エッセイライティングG 宮下 中3英G 有
高1数 空間ベクトル入門G 辻永 高1数G -
高2古 センター古文漢文入門 上田 高2古オプション -
高3現 センター現代文G 池田 高3セ現G -
高2現 入試現代文G 池田 高2現G -
高3古 センター古文漢文G 上田 高3セ古G -
数学オリンピックに参加してみませんか講座
(前半2日間 7/27,28)

石井 中1～高2数オプション -

数学オリンピック演習
(後半2日間 7/29,30)

浦上 中2～高2数オプション -

高3英 センター英語チェック
(前半2日間 7/27,28)

立川 高3英オプション -

高3英 入試英語基礎チェック
(後半2日間 7/29,30)

立川 高3英オプション -

中1数 方程式G 石井 中1数G 有
中3数 三角関数G 野澤 中3数G 有
高1数 不等式H 辻永 高1数H 有
高1英 中級英語B 坂本 高1英B -
高2英 実践英語F 宮下 高2英F -
高2英 実践英語E 石川 高2英E -
高3化 高分子化合物H 北山 高3化H -
高3化 高分子化合物G 松本 高3化G -
中1英 基礎英語C 森 中1英C 有
中2英 初級英語G 石川 中2英G 有
中3数 三角比と図形C 本多 中3数C 有
高2数 確率講義 石井 高2数オプション -
高3数 東大理系数学演習H 辻永 高3数H 有
中2数 中学代数演習CA 本多 中2数CA 有
高1英 上級英語H 宮下 高1英H 有
高1英 上級英語G 立川 高1英G -
高1英 中級英語D 羽座 高1英D -
高1英 中級英語C 森 高1英C -
高3数 京大理系数学演習G 涌谷 高3数G -
高3数 京大理系数学演習F 石井 高3数F -
中1英 基礎英語A 中野 中1英A 有
中2数 三角比G 浦上 中2数G 有
中2数 立体図形C 本多 中2数C 有
中2数 立体図形A 真田 中2数A 有
中3英 中級英語G 宮下 中3英G 有
高2数 空間図形H 辻永 高2数H 有
高3数 確率演習 石井 高3数オプション -
中3英 中級英語C 中野 中3英C 有
高1数 指数・対数GC 野澤 高1数GC -
高2数 空間図形G 涌谷 高2数G -
高2数 空間図形F 石井 高2数F -
高2数 空間図形L 大長 高2数L -
高3数 文系上級数学演習L 辻永 高3数L -
高3物 京大・阪大物理テスト演習H 今井 高3物H -
高3物 阪大・神大物理テスト演習G 宇野 高3物G -
高2化 酸化・還元H 北山 高2化H -
高2化 熱・反応の速さ・平衡G 松本 高2化G -
高2物 熱力学H 今井 高2物H -
高2物 熱力学G 宇野 高2物G -
中1英 基礎英語G 宮下 中1英G 有
中3英 エッセイライティングCA 中野 中3英CA 有
高1数 三角比・三角関数D 石井 高1数D -
高1数 三角比・三角関数C 大長 高1数C -
高1数 三角比・三角関数B 西村 高1数B -

19:00～21:00 高3地 センター地理G 徳永 高3セ地理G -

A
7/12(木)
～15(日)

18:00～21:00

B
7/17(火)
～20(金)

18:00～21:00

19:30～21:30

14:00～17:00

D
7/27(金)
～30(月)

18:00～21:00

E
8/2(木)
～5(日)

14:00～17:00

18:00～21:00

17:00～19:00

19:30～21:30

C
7/22(日)
～25(水)

18:00～21:00

F
8/7(火)
～10(金)

14:00～17:00

18:00～21:00

G
8/20(月)
～23(木)

17:00～19:00

19:30～21:30

18:00～21:00

●２学期の授業は８/25(土)から始まります。
●時間割は変更することがあります。


