
研伸館中学生課程  ２０２２年度 春期講習 開講講座一覧 ※この時間割は変更になる場合がございます。

現在

【表記の説明】 Ｃ５　→　Ｃターム５限　（日程・時間帯は、春期講習パンフレット・春期講習時間割をご確認ください。）

講座名の前に☆印の付いている講座は２日間(２回)講座です。各タームの１・２日目あるいは３・４日目で行います。（<Ⅰ>は１・２日目、<Ⅱ>は３・４日目）

講座名の前に◇印の付いている講座は３回講座です。春期講習の該当講座は、映像オンデマンド講座の「新中３ Complete Grammar［春期］」のみとなります。

【ＶＯＤについて】 全ての校舎で、西宮校・上本町校・学園前校・京都校で教室開講されている全講座の視聴が可能です。いずれも、実際の教室授業の翌日より視聴可能となります。

（但し、千里中央校はスポットＶＯＤは千里中央校で受講している生徒のみ視聴可能です。）

開講講座一覧で指定した校舎とは異なる校舎開講の講座の視聴をご希望の方は、受講申請の際にお申し出ください。

特にご希望がない場合は、以下の講座一覧のＶＯＤ列に記載の校舎開講講座を視聴して頂くことになります。

（但し、学校進度対応講座は、原則教室授業開講校舎のみ視聴可能となります。）

【春期講習日程】 【春期講習時間】

＜新中２＞

ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ

Ｂ６ 小野 西宮 Ｃ３ 小野 西宮 Ｃ３ 山中 西宮 Ｂ６ 上本 上本町 Ｂ４ 高林 上本町 Ｃ５ 山中 学園前
[東大寺]

Ｂ５ 青木 学園前 Ｂ６ 覚野 京都 Ｃ１ 山中 京都

Ｃ３ 濱島 京都

新中２英語ハイレベル　* Ｃ６ 辻本 西宮 Ｃ３ 上本 西宮
[池附]

Ｃ３
角辻 西宮 Ｂ６ 角辻 上本町 Ｃ３ 高林 上本町 Ｃ７ 南 学園前 学園前 Ｃ３ 覚野 京都 Ｂ２ 山中 京都

新中２英語甲陽＜総点検・先取り＞　* Ｂ４ 小野 西宮

新中２英語灘＜先取り＞　* Ｃ３ 小山健

新中２英語四天王寺＜総点検・先取り＞ * Ｃ７ 角辻 上本町

新中２英語東大寺＜総点検・先取り＞　* Ａ５ 石津

☆新中２英語トップレベルＳ＋～演習編 ＡⅡ４ 小野 西宮 ＡⅠ４ 小野 西宮 西宮 ＡⅠ５ 上本 上本町 上本町 上本町
[東大寺]

ＣⅠ３ 石津 上本町 ＡⅠ４ 濱島 京都 京都

☆新中２英語トップレベルＳ～演習編 ＡⅡ６ 小野 西宮 ＢⅠ５ 小山健 西宮 ＡⅠ３ 山中 西宮 ＡⅠ３ 角辻 上本町 ＡⅡ４ 高林 上本町 ＡⅠ５ 山中 学園前 学園前 ＡⅡ４ 覚野 京都 ＡⅠ１ 山中 京都

☆新中２英語ハイレベル～演習編 ＡⅠ６ 辻本 西宮 ＡⅡ５ 上本 西宮
[池附]
ＡⅠ５

角辻 西宮 ＡⅡ５ 角辻 上本町 ＡⅠ４ 高林 上本町 ＡⅠ３ 南 学園前 学園前 ＡⅠ４ 覚野 京都 ＡⅡ２ 山中 京都

☆新中２・３ 中学生から始めるパラフレーズトレーニング

☆新中２英語灘＜総点検＞ ＡⅠ２ 小山健

Ｂ５ 滝井 西宮 Ｃ２ 宮田 西宮 西宮 Ｂ７ 松本 上本町 Ｂ３ 永田 上本町 Ｃ６ 西山 学園前
[東大寺]

Ａ６ 田井 学園前 Ｂ５ 飯塚 京都 Ｃ２ 岸本 京都

Ｃ４ 西村 京都

新中２数学ハイレベル　* Ｃ７ 滝井 西宮 Ｃ４ 宮田 西宮 Ｃ４ 横山 西宮 Ｂ７ 三本 上本町 Ｃ４ 井上 上本町 Ｃ６ 永田 学園前 学園前 Ｃ４ 飯塚 京都 Ｂ１ 岸本 京都

新中２数学ハイレベル［大教大附属］　* Ｃ４ 滝井

新中２数学甲陽＜総点検・先取り＞　* Ｂ５ 井上 西宮

新中２数学灘＜先取り＞　* Ｃ４ 原田

新中２数学東大寺＜総点検・先取り＞　* Ａ６ 野口

ＡⅡ５ 滝井 西宮 ＡⅠ５ 宮田 西宮 西宮 ＡⅠ４ 答島 上本町 ＡⅡ３ 永田 上本町 ＡⅠ６ 西山 学園前
[東大寺]

ＢⅠ６ 野口 学園前 ＡⅠ３ 飯塚 京都 ＡⅠ２ 岸本 京都

ＡⅡ３ 西村 京都

☆新中２数学ハイレベル～演習編 ＡⅠ５ 滝井 西宮 ＡⅠ６ 宮田 西宮 ＡⅠ４ 横山 西宮 ＡⅠ４ 三本 上本町 ＡⅡ３ 井上 上本町 ＡⅠ４ 永田 学園前 学園前 ＡⅠ５ 飯塚 京都 ＡⅡ１ 岸本 京都

☆新中２・３ 数学演習～新傾向問題に向けて～

☆新中２スタンダード数学～１次関数発展～

☆新中２数学灘＜総点検＞ ＡⅠ３ 原田

理科 新中２物理化学甲陽　* Ｂ３
内多
古谷

西宮

国語 ☆新中２・３ ことばのレッスン－快刀乱麻の「具体」と「抽象」－

＜新中３＞
千里

中央校

ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ

新中３英語トップレベルＳ＋　* Ｃ５ 小野 西宮 Ｃ４ 吉田 西宮 西宮 Ｃ６ 角辻 上本町 上本町 上本町
[東大寺]

Ａ６ 覚野 上本町 Ｂ７ 濱島 京都 京都

新中３英語トップレベルＳ　* Ｃ５ 上本 西宮 Ｃ６ 吉田 西宮 Ｃ４ 角辻 西宮 Ｂ７ 上本 上本町 Ｂ１ 吉田 上本町 Ｃ５ 清水 学園前 学園前 Ｃ５ 神崎 京都 京都

新中３英語ハイレベル　* Ｃ５ 辻本 西宮 Ｃ６ 中家 西宮
[池附]
Ｂ５

山中 西宮 Ｃ６ 濱島 上本町 Ｃ２ 吉田 上本町 Ｂ３ 宗野 学園前 学園前 Ｂ７ 寺林 京都 京都

新中３英語甲陽＜総点検・先取り＞　* Ａ７ 上本 西宮

新中３英語灘＜先取り＞　* Ｂ３ 上本

新中３英語四天王寺＜総点検・先取り＞ * Ｂ７ 角辻 上本町

新中３英語東大寺＜総点検・先取り＞　* Ｂ５ 石津

ＡⅠ７ 小野 西宮 ＡⅠ３ 吉田 西宮 ＡⅠ６ 角辻 西宮 ＡⅠ４ 上本 上本町 ＡⅡ１ 石津 上本町 ＡⅠ４ 清水 学園前
[東大寺]

ＣⅡ３ 石津 学園前 ＡⅠ５ 濱島 京都 京都

ＡⅡ７ 濱島 京都

☆新中３英語ハイレベル～演習編 ＡⅠ７ 辻本 西宮 ＡⅠ５ 中家 西宮
[池附]
ＡⅡ５

山中 西宮 ＡⅡ３ 濱島 上本町 ＡⅠ７ 石津 上本町 ＡⅡ６ 宗野 学園前 学園前 ＡⅠ５ 寺林 京都 京都

◇新中３ Complete Grammar［春期］

☆新中２・３ 中学生から始めるパラフレーズトレーニング

☆新中３英語灘＜総点検＞ ＡⅡ３ 上本

Ｃ４ 川﨑 西宮 Ｃ５ 原田 西宮 西宮 Ｃ５ 松浦 上本町 Ｂ２ 永田 上本町 Ｃ４ 西山 学園前
[東大寺]

Ｂ６ 田井 学園前 Ｂ６ 飯塚 京都 京都

Ｃ４ 永田 京都

新中３数学ハイレベルＡ・Ｂ　* Ｃ６ 滝井 西宮 Ｃ５ 宮田 西宮 Ｂ４ 原田 西宮 Ｃ５ 三本 上本町 Ｃ１ 井上 上本町 Ｂ４ 加藤 学園前 学園前 Ｃ６ 飯塚 京都 京都

新中３数学ハイレベル[大教大附属]　* Ｃ１ 永田

新中３数学甲陽＜総点検・先取り＞　* Ａ６ 原田 西宮

新中３数学灘＜先取り＞　* Ｂ４ 宮田

新中３数学東大寺＜総点検・先取り＞　* Ｂ４ 答島

ＡⅠ６ 川﨑 西宮 ＡⅠ２ 原田 西宮 西宮 ＡⅠ５ 松浦 上本町 ＡⅡ２ 永田 上本町 ＡⅠ５ 西山 学園前
[東大寺]

ＡⅠ５ 田井 学園前 ＡⅠ６ 飯塚 京都 京都

ＡⅡ６ 飯塚 京都

☆新中３数学ハイレベルＡ・Ｂ～演習編 ＡⅠ６ 滝井 西宮 ＡⅠ４ 原田 西宮 ＣⅠ３ 加藤 西宮 ＡⅠ３ 三本 上本町 ＡⅡ２ 井上 上本町 ＡⅡ５ 加藤 学園前 学園前 ＡⅠ６ 永田 京都 京都

☆新中３数学 コンビネーションの完全制覇

☆新中２・３ 数学演習～新傾向問題に向けて～

☆新中３数学灘＜総点検＞ ＡⅡ４ 宮田

新中３物理化学医学部Ｓ　* Ａ５ 東條 西宮 西宮 西宮 Ｂ６ 東條 上本町 上本町 上本町 上本町 Ｃ３ 網干 京都 京都

新中３物理化学甲陽　* Ｂ３
内多
古谷

西宮

新中３物理化学灘　* Ｂ２
米田
森

国語 ☆新中２・３ ことばのレッスン－快刀乱麻の「具体」と「抽象」－

2022/2/1

映像オンデマンド講座 ３月１２日(土)～配信開始 １　限 　９：００～１０：３０ ５　限 １６：３０～１８：００
Ａターム ３月２３日(水)～３月２６日(土) ２　限 １０：４５～１２：１５ ６　限 １８：１５～１９：４５
Ｂターム ３月２８日(月)～３月３１日(木) ３　限 １３：００～１４：３０ ７　限 ２０：００～２１：３０
Ｃターム ４月　２日(土)～４月　５日(火) ４　限 １４：４５～１６：１５

西宮校 ＪＲ住吉校 阪急豊中校 上本町校 天王寺校 学園前校 高の原校 京都校 千里中央校

教室 教室 教室 教室 教室 教室 教室 教室 教室

映像（オンデマンド）９０分×２回：３月１２日(土)～配信開始

映像（オンデマンド）９０分×２回：３月１２日(土)～配信開始

映像（オンデマンド）９０分×２回：３月１２日(土)～配信開始

映像（オンデマンド）９０分×２回：３月１２日(土)～配信開始

西宮校 ＪＲ住吉校 阪急豊中校 上本町校 天王寺校 学園前校 高の原校 京都校

教室 教室 教室 教室 教室 教室 教室 教室

映像（オンデマンド）１２０分×３回：３月１２日(土)～配信開始　

映像（オンデマンド）９０分×２回：３月１２日(土)～配信開始

映像（オンデマンド）９０分×２回：３月１２日(土)～配信開始

映像（オンデマンド）９０分×２回：３月１２日(土)～配信開始

映像（オンデマンド）９０分×２回：３月１２日(土)～配信開始

講　座　名
（講座名に後ろに*…４月期認定講座）

新中２英語トップレベルＳ＋・Ｓ　*

新中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ　*

☆新中２数学トップレベルＳ＋・Ｓ～演習編

講　座　名
（講座名に後ろに*…４月期認定講座）

☆新中３英語トップレベルＳ＋・Ｓ～演習編

新中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【後半】　*

☆新中３数学トップレベルＳ＋・Ｓ【前半】

理
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学


