
■この時間割は都合により変更する場合があります。また、締切講座及び増設講座は、研伸館中学生課程ホームページをご覧頂くか、直接各校までお問合せください。

　学校進度対応講座は、学校の予定に合わせて変更する場合があります。各校舎までお問合せください。
■講座名の後ろに【前半】【後半】のついている講座は、【前半】＋【後半】の一貫カリキュラムです。併せての受講をお薦めします。 ■◇印の講座は３日間講座です。各タームの１～３日目あるいは３～５日目で行います。<Ⅰ>は１～３日目、<Ⅱ>は３～５日目を表します。

■同一内容の講座を複数タームで開講する場合は、講座名の後ろに開講タームを表すアルファベットの小文字(ａ,ｂ,ｃ,ｄ,ｅ,ｆ)が付いています。 ■☆印の講座は２日間講座です。各タームの１・２日目あるいは４・５日目で行います。<Ⅰ>は１・２日目、<Ⅱ>は４・５日目を表します。

講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師

中１数学海星 滝井

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 小野 中１数学甲陽＜先取り＞ 滝井

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】［神女］ 高松 中２英語甲陽＜先取り＞ 小野

中１英語甲陽＜総点検＞ 辻本

中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｃ 宮田

中２数学ハイレベル【前半】ｃ 滝井

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ＜basic＞ 濱島 中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【関数編】ｃ 宮田 中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【平面ベクトル】 川﨑 中１英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｆ 小野

中１英語六甲＜総点検・先取り＞
　　　　　　　7/15・16・18・19・20

高松
中１英語六甲＜総点検・先取り＞
　　　　　　　7/15・16・18・19・20

高松 中１数学ハイレベル【幾何編】ｃ 井上 中１英語甲陽＜先取り＞ 辻本

中３数学甲陽＜総点検＞ 原田 中１数学甲陽＜総点検＞ 滝井 中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【後半】ｆ 滝井

中２英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｃ 小野 中２数学甲陽＜先取り＞ 井上

中２英語ハイレベル【前半】 高松 中２数学神戸女学院 原田

中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【関数編】ａ 原田 中２英語甲陽＜総点検＞ 小野 中３物理化学医学部Ｓ 東條 中１英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｅ 辻本 中１数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【代数編】ｆ 原田

中１数学ハイレベル【幾何編】ａ 滝井 中２物理化学甲陽 内多･古谷 中１数学ハイレベル【代数編】ｆ 滝井

中３英語トップレベルＳ＋ 小野 中３物理化学甲陽 内多･古谷 中２英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【後半】ｆ 小野

中３英語甲陽＜総点検＞ 上本

中３パワーアップ英語 辻本

中１英語ハイレベル【前半】 辻本 中２数学甲陽＜総点検＞ 井上 中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓ 小野 中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【代数編】ｅ 宮田 中１英語ハイレベル【後半】 辻本

中２英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ａ 小野 中１数学ハイレベル【代数編】ｅ 加藤 中２数学ハイレベル【後半】ｆ 井上

中３数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【数列導入】 原田 中２英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｅ 小野 中３数学甲陽＜先取り＞ 原田

中３パワーアップ数学Ａ・Ｂ 井上 中２英語ハイレベル【後半】 辻本

中３数学ハイレベルＡ・Ｂ 滝井

中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ａ 滝井 中２数学海星 滝井 中１数学神戸女学院 加藤 中３英語甲陽＜先取り＞ 上本

中２数学ハイレベル【前半】ａ 井上 中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【後半】ｅ 宮田

中２数学ハイレベル【後半】ｅ 滝井

中３英語トップレベルＳ 上本

中３英語ハイレベル 辻本

中３英語灘＜総点検＞ 上本 中１数学灘＜総点検＞ 飯塚 中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 小野 中１数学灘＜先取り＞ 飯塚

中２英語灘＜総点検＞ 小山健

中３物理化学灘 米田･森

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 上本 中１英語灘＜総点検＞ 吉田 中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【代数編】 宮田 中１英語ハイレベル【後半】 上本

中３数学灘＜総点検＞ 宮田 中２数学灘＜総点検＞ 原田 中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 小野 中１英語灘＜先取り＞ 吉田

中２英語灘＜先取り＞ 小山健

中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 小山健 中１数学トップレベルＳ＋・Ｓ【関数編】 宮田 中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【平面ベクトル】 原田 中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 宮田 中１数学ハイレベル【代数編】 宮田

中２英語ハイレベル【前半】 上本 中２数学灘＜先取り＞ 原田 中３英語灘＜先取り＞ 上本

中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 宮田 中２数学ハイレベル【前半】 宮田 中３英語トップレベルＳ＋ 吉田 中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓ 吉田 中２英語ハイレベル【後半】 上本

中３英語ハイレベル 中家 中３数学灘＜先取り＞ 宮田

中１数学ハイレベル【幾何編】 宮田 中３数学ハイレベルＡ・Ｂ 原田 中３数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【数列導入】 原田 中２数学ハイレベル【後半】 宮田

中３パワーアップ英語 中家

中１英語ハイレベル【前半】 上本 中３英語トップレベルＳ 吉田

中３パワーアップ数学Ａ・Ｂ 宮田

中３英語トップレベルＳ 角辻

◇＜Ⅰ＞中１数学附属池田夏期特講 滝井

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 山中 中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 山中

中１英語ハイレベル【前半】［池附］ 角辻

中３数学ハイレベルＡ・Ｂ 原田

中２数学ハイレベル【前半】 横山 中１数学ハイレベル【幾何編】 原田 中１英語ハイレベル【後半】［池附］ 山中

中３パワーアップ英語 角辻 中３英語ハイレベル［池附］ 山中

中２英語ハイレベル【前半】[池附] 角辻 中１数学ハイレベル【代数編】 滝井 中２数学ハイレベル【後半】 加藤

中３パワーアップ数学Ａ・Ｂ 加藤

中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓ 角辻 中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 山中 中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 山中

中２英語ハイレベル【後半】［池附］ 角辻

中１英語ハイレベル【後半】 山中 中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【代数編】 岸本

中２数学ハイレベル【後半】 岸本 中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 山中

中１数学ハイレベル【代数編】 岸本 中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 山中

中２英語ハイレベル【前半】 山中 中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 岸本

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 山中 中２英語ハイレベル【後半】 山中

中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 岸本

中１数学トップレベルＳ＋・Ｓ【関数編】 岸本

中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 山中

５限 16:30～18:00 中１英語ハイレベル【前半】 山中 ５限

６限 18:15～19:45 中１数学ハイレベル【幾何編】 岸本 ６限

７限 20:00～21:30 中２数学ハイレベル【前半】 岸本 ７限

 7/15(金)・16(土) Ａターム 7/18(月)～22(金) Ｂターム 7/25(月)～29(金) Ｃターム 8/1(月)～5(金) Ｄターム 8/8(月)～12(金) Ｅターム 8/15(月)～19(金) Ｆターム 8/22(月)～26(金)

◇＜Ⅰ＞7/25～7/27

２限 10:45～12:15 ２限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限

５限 16:30～18:00 ５限

６限 18:15～19:45 ６限

７限 20:00～21:30 ７限

２限 10:45～12:15 ２限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限

５限 16:30～18:00 ５限

６限 18:15～19:45 ６限

７限 20:00～21:30 ７限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限

５限 16:30～18:00 ５限

６限 18:15～19:45 ６限

７限 20:00～21:30 ７限

１限  9:00～10:30 １限

２限 10:45～12:15 ２限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限
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■この時間割は都合により変更する場合があります。また、締切講座及び増設講座は、研伸館中学生課程ホームページをご覧頂くか、直接各校までお問合せください。

　学校進度対応講座は、学校の予定に合わせて変更する場合があります。各校舎までお問合せください。

■講座名の後ろに【前半】【後半】のついている講座は、【前半】＋【後半】の一貫カリキュラムです。併せての受講をお薦めします。 ■◇印の講座は３日間講座です。各タームの１～３日目あるいは３～５日目で行います。<Ⅰ>は１～３日目、<Ⅱ>は３～５日目を表します。

■同一内容の講座を複数タームで開講する場合は、講座名の後ろに開講タームを表すアルファベットの小文字(ａ,ｂ,ｃ,ｄ,ｅ,ｆ)が付いています。 ■☆印の講座は２日間講座です。各タームの１・２日目あるいは４・５日目で行います。<Ⅰ>は１・２日目、<Ⅱ>は４・５日目を表します。
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中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【代数編】ｄ 松本

中２英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【後半】ｄ 濱島

中２英語ハイレベル【後半】 角辻

中２英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｃ 上本 中１英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｄ 濱島 中３英語トップレベルＳ＋ 角辻

中２英語四天王寺＜総点検＞ 角辻 中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【後半】ｄ 答島 中３英語トップレベルＳ 上本

中２数学ハイレベル【後半】 三本 中３英語ハイレベル 濱島

中３パワーアップ数学Ａ・Ｂ 三本 中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｃ 答島 中２英語四天王寺＜先取り＞ 角辻 中２数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｅ 松本

中２数学ハイレベル【前半】 三本 中３数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【数列導入】 松浦

中３数学ハイレベルＡ・Ｂ 加藤

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ＜basic＞ 濱島 中１英語四天王寺＜総点検＞ 濱島 中１英語四天王寺＜先取り＞ 濱島

中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｂ 答島 中２英語ハイレベル【前半】 上本 中２英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｅ 上本

中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【平面ベクトル】 松浦 中３英語四天王寺＜総点検＞ 角辻 中３英語四天王寺＜先取り＞ 角辻

中１英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｂ 角辻 中１数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【関数編】ｃ 永田 中１数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【代数編】ｅ 永田

中２英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｂ 上本 中１数学ハイレベル【幾何編】 井上 中１数学ハイレベル【代数編】 井上

中３物理化学医学部Ｓ 東條 中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓ 上本

中３パワーアップ英語 濱島

中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【関数編】ｂ 松本 中１英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【前半】ｃ 濱島 中１英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｅ 濱島

中１英語ハイレベル【前半】 角辻 中１英語ハイレベル【後半】 角辻

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 石津

中３英語トップレベルＳ 吉田

中１英語ハイレベル【前半】 石津 中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 高林 中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【代数編】 滝井

中３数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【数列導入】 永田

中３数学ハイレベルＡ・Ｂ 井上

中１数学ハイレベル【幾何編】 加藤 中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 永田 中２英語ハイレベル【後半】 高林

中３パワーアップ英語 石津 中３英語ハイレベル 吉田

中２数学ハイレベル【前半】 井上 中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 石津 中１数学ハイレベル［大教大附属］ 永田 中２数学ハイレベル【後半】 井上

中３パワーアップ数学Ａ・Ｂ 井上 中２数学ハイレベル［大教大附属］【後半】 滝井

中３数学ハイレベル［大教大附属］【後半】 永田

中２英語ハイレベル【前半】 高林 中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【関数編】 滝井 中１英語ハイレベル【後半】 石津

☆＜Ⅱ＞中３数学ハイレベル［大教大附属］【前半】 永田

６限 18:15～19:45 ☆中２数学ハイレベル［大教大附属］【前半】 滝井 中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 永田 中１数学ハイレベル【代数編】 加藤 中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓ 吉田 ６限

７限 20:00～21:30 中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 高林 中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【平面ベクトル】 永田 ７限

中２英語ハイレベル【前半】 山中

中３パワーアップ数学Ａ・Ｂ 永田

中３英語ハイレベル 宗野 中１数学ハイレベル【代数編】 加藤

中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 西山

中２数学ハイレベル【前半】 永田

中３パワーアップ英語 宗野

中３数学ハイレベルＡ・Ｂ 加藤 中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 清水 中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 清水

中１英語ハイレベル【後半】 宗野 中２英語ハイレベル【後半】 南

中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】 山中

中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【平面ベクトル】 西山 中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【関数編】 西山 中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 西山 中１数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【代数編】 西山

中２数学ハイレベル【後半】 永田

６限 18:15～19:45 中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓ 清水 中１数学ハイレベル【幾何編】 加藤 中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】 山中 中３英語トップレベルＳ 清水 ６限

７限 20:00～21:30 中１英語ハイレベル【前半】 宗野 中３数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【数列導入】 西山 ７限

中１数学東大寺＜総点検＞ 西村 中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】[東大寺] 石津

中２英語東大寺＜総点検＞ 石津 中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓ【東大寺】 覚野

中１英語東大寺＜総点検＞ 石津 中１数学トップレベルＳ
＋･
Ｓ【代数編】[東大寺] 野口 中３数学東大寺＜先取り＞ 答島 中２数学東大寺＜先取り＞ 野口

中１数学東大寺＜先取り＞ 西村

中３英語東大寺＜総点検＞ 石津 中１英語東大寺＜先取り＞ 石津 中３英語東大寺＜先取り＞ 石津

中２数学東大寺＜総点検＞ 野口

中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】[東大寺] 石津 中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】[東大寺] 田井 中２英語東大寺＜先取り＞ 石津 中３数学トップレベルＳ
＋
･Ｓ【数列導入】[東大寺] 田井 中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】[東大寺] 田井

中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】[東大寺] 青木

中３数学東大寺＜総点検＞ 答島

６限 18:15～19:45 中１数学トップレベルＳ
＋
･Ｓ【関数編】[東大寺] 野口 中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】[東大寺] 青木 中３数学トップレベルＳ＋･Ｓ【平面ベクトル】[東大寺] 田井 中３英語トップレベルＳ＋[東大寺] 覚野 ６限

２限 10:45～12:15 ☆＜Ⅰ＞中１英語洛南＜総点検・先取り＞ 吉田 ２限

中１英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｂ 吉田 ☆＜Ⅰ＞中１数学洛南＜総点検・先取り＞ 飯塚

中２数学ハイレベル【前半】 飯塚

中１英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ａ 覚野 中１数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【関数編】ｂ 飯塚 中１英語ハイレベル【後半】 寺林 中１英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｄ 吉田 中２英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｆ 覚野

中１数学ハイレベル【幾何編】 西村 中３数学ハイレベルＡ・Ｂ 飯塚 中３パワーアップ英語 寺林

中２英語ハイレベル【前半】 覚野

中１数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【関数編】ａ 飯塚 中１英語トップレベルＳ＋・Ｓ＜basic＞ 覚野 中１数学ハイレベル【代数編】 飯塚 中１数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【代数編】ｄ 飯塚 中２数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｆ 飯塚

中３英語トップレベルＳ 神崎 中１英語ハイレベル【前半】 寺林 中３英語ハイレベル 寺林 中３パワーアップ数学Ａ・Ｂ 永田

中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ｂ 飯塚

中２英語トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ａ 濱島 中２英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【前半】ｂ 覚野 中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【平面ベクトル】ｃ 飯塚 中２数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｄ 西村 中１英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｆ 覚野

中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【平面ベクトル】ａ 飯塚 中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【数列導入】ｂ 飯塚 中２数学ハイレベル【後半】 飯塚

中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓｄ 濱島

中２数学トップレベルＳ
＋
・Ｓ【前半】ａ 飯塚 中３スーパー英語Ｓ＋・Ｓｂ 濱島 中３物理化学医学部Ｓ 網干 中２英語トップレベルＳ

＋
・Ｓ【後半】ｄ 濱島 中１数学トップレベルＳ

＋
・Ｓ【代数編】ｆ 飯塚

中３英語トップレベルＳ＋ 濱島 中２英語ハイレベル【後半】 覚野

中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【数列導入】ｄ 永田

7/15(金)・16(土) Ａターム 7/18(月)～22(金) Ｂターム 7/25(月)～29(金) Ｃターム 8/1(月)～5(金) Ｄターム 8/8(月)～12(金) Ｅターム 8/15(月)～19(金) Ｆターム 8/22(月)～26(金)

☆＜II＞7/21・7/22 ☆＜Ⅰ＞8/8・8/9

２限 10:45～12:15 ２限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限

５限 16:30～18:00 ５限

６限 18:15～19:45 ６限

７限 20:00～21:30 ７限

１限 9:00～10:30 １限

２限 10:45～12:15 ２限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限

５限 16:30～18:00 ５限

２限 10:45～12:15 ２限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限

５限 16:30～18:00 ５限

２限 10:45～12:15 ２限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限

５限 16:30～18:00 ５限

３限 13:00～14:30 ３限

４限 14:45～16:15 ４限

５限 16:30～18:00 ５限

６限 18:15～19:45 ６限

７限 20:00～21:30 ７限
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町
校

天
王
寺
校
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2022/5/18現在【上本町校・天王寺校・学園前校・高の原校･京都校】 研伸館中学生課程　2022年度夏期講習　時間割 

無試験申込制


