
■高２クラス通常授業曜日・時間・講師表（2019年１～２月） ※　開講クラスは、増設・合併の可能性があります。また開講曜日・担当講師は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

ver 3.0

開講期間：2019年1月10日（木）～2月27日（水）【全7週】（木曜日スタート）

受験理系数学テスト演習 受験数学理系G1 受験数学理系G1 受験数学理系G1 受験数学理系F1 受験数学理系G1
50511 ○ 岡本 50021 木村浩 50131 佐藤達 50041 大澤 50051 金子 50161 木村浩 50071 青木亮
数Ⅲ微積分講義Ⅰ 受験数学理系F1 受験数学理系E1 受験数学理系F1 受験数学理系F1 受験数学理系E1 受験数学理系F1
50611 △ 佐藤達 50121 青木亮 50231 高野 50141 岡本 50151 佐藤達 50261 安川 50171 大澤

受験数学理系E1 受験数学文系M1 受験数学理系E1 受験数学理系E1 受験数学文系M1 受験数学理系E1
50221 安永 50731 大澤 50241 内山 50251 寺町 50761 伴 50271 栗原
受験英語多読H1 受験数学文系L1 受験英語多読G1 受験理系数学テスト演習 受験数学文系L1 受験英語多読H1
51021 町田/渡辺卓 50831 安川 51141 木村哲/木村哲 50551 ○ 大澤 50861 千葉 51071 松木/古川
受験英語多読G1 受験英語多読F1 受験英語多読F1 受験英語多読H1 受験英語多読G1 受験英語多読G1
51121 福永/町田 51231 福永/新田 51241 松野/岩瀬 51051 小原/新田 51161 □ 松木/松野 51171 新田/松木
受験英語多読F1 受験英語多読E1 受験物理演習H1 受験英語多読G1 受験英語多読F1 受験英語多読F1
51221 新田/福永 51331 景山/福永 52041 吉田 51151 古川/小原 51261 小原/景山 51271 □ 菅原/岩瀬
受験英語多読E1 受験物理演習FG1 受験物理演習G1 受験物理速修 受験英語多読E1 受験物理演習G1
51321 渡辺卓/景山 52231 吉田 52141 椿 62651 佐々F 51361 新田/小原 52171 加藤
受験英語多読T♯ 受験化学演習H1 受験物理演習F1 受験物理演習FG1 受験物理演習F1
51420 ☆ Ben/古川 53031 阿部 52241 伊藤雅 52261 石山 52271 水口
受験英語多読T1 受験化学演習G1 受験化学速修 受験化学演習FG1
51421 ☆ Mike/古川 53131 川原 63741 吉久 53261 阿部
受験物理速修 受験化学演習F1 受験化学演習Z1
62621 雲Ｋ 53231 首藤 53561 吉久
受験化学速修 受験化学演習Y1
63721 川原 53661 首藤

○ 「受験理系数学テスト演習」　受験数学理系Fクラスとの併行受講を条件とする資格制のクラスです。２週目より開講（全６回）。

△ 「数Ⅲ微積分講義Ⅰ」　２週目より開講（全５回）。

□  土昼「受験英語多読G1」・土夜「受験英語多読F1」は１-２月期のみの開講です（４月以降の開講はありません）。

☆ 「受験英語多読T/T♯」　TOEFL対策を目的とした資格制のクラスです。受講資格の詳細はWebをご覧ください。
                       多読パートはいずれも古川が担当します。

■新高３クラス通常授業曜日・時間・講師表（2019年４～６月）（予定）　初講日　2019年4月9日（火）
※　開講クラスは、増設・合併の可能性があります。また開講曜日・担当講師は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

受験化学演習G1 受験数学理系H1 受験数学文系M1 受験英語多読G1 受験数学理系H1 受験数学理系H1 受験英語多読H1
◆ 吉久 木村浩 大澤 　　　　  ▲ 木村哲/木村哲 大澤 青木亮 ▲ 古川/松木

受験化学演習F1 受験数学理系G1 受験数学文系L1 受験英語多読F1 受験数学理系G1 受験数学理系G1 受験英語多読G1
◆ 阿部 青木亮 安川 ▲ 松野/岩瀬 岡本 大澤 ▲ 松木/新田

受験数学理系F1 受験英語多読F1 受験化学演習H1 受験数学理系F1 受験数学理系F1 受験物理演習H1
金子 ▲ 福永/新田 ◆ 阿部 栗原 佐藤達 吉田

受験英語多読H1 受験英語多読E1 受験化学演習G1 受験英語多読H1 受験数学文系M1 受験物理演習G1
▲ 町田/渡辺卓 ▲ 景山/福永 ◆ 川原 ▲ 新田/小原 伴 石山

受験英語多読G1 受験物理演習G1 受験化学演習F1 受験英語多読G1 受験数学文系L1 受験物理演習F1
▲ 福永/町田 椿 ◆ 首藤 ▲ 小原/古川 千葉 加藤

受験英語多読F1 受験物理演習F1 受験化学速修 受験物理速修 受験英語多読F1
▲ 新田/福永 伊藤雅 ● 吉久 佐々F ▲ 小原/景山

受験英語多読E1 受験英語多読E1
▲ 渡辺卓/景山 ▲ 新田/小原

受験英語多読T♯
▲★ Ben/古川

受験英語多読T1
▲★ Mike/古川

受験物理速修
雲Ｋ

受験化学速修
● 川原

▲ 「受験英語多読」　火～金　17:05～20:25　　土昼　13:50～17:10　　土夜　17:30～20:50

★ 「受験英語多読T/T♯」　TOEFL対策を目的とした資格制のクラスです。受講資格の詳細はWebをご覧ください。多読パートはいずれも古川が担当します。

◆ ４月以降の「受験化学演習」コースは、Y/ZクラスとF/G/Hクラスが合流し、３レベル（F/G/H）編成となります。

● 「受験化学速修」　火・木　17:00～21:00　（４月より変則時間）

17:40～21:1017:00～20:30 17:00～20:30 17:00～20:30 17:00～20:30 17:00～20:30 13:30～17:00

1/12～2/23

受験数学理系F1

月 火 水 木 金 土昼 土夜

1/14～2/25 1/15～2/26 1/16～2/27 1/10～2/21 1/11～2/22 1/12～2/23

2018年10月28日現在

月 火 水 木 金 土昼 土夜

４月からの開講曜日・担当講師は、2019年１月末に発表される内容で、再度ご確認ください。

2019年1-2月期高２クラス授業時間
科目 月～金 土昼 土夜

数学・化学・物理 17:00-20:30 13 :30-17:00 17:40-21 :10

英語多読 17:05-20:25 13:50-17:10 17:30-20:50


