
研伸館中学生課程  ２０２２年度 夏期講習　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。

【表記の説明】 Ｃ５　→　Ｃターム５限　（日程・時間帯は、下記および夏期講習パンフレット・夏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。教室授業は、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）

講座名の前に◇印の付いている講座は３日間(３回)講座です。教室授業は、阪急豊中校の「中１数学附属池田夏期特講」のみ。（<Ⅰ>はタームの１～３日目で行います。）

【ＶＯＤについて】 全ての校舎で、西宮校・上本町校・学園前校・京都校の教室開講の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です。

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

講座一覧に指定された校舎と異なる校舎の開講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。）

【夏期講習日程】 【夏期講習時間】

＜中１＞学校進度対応講座は裏面をご覧ください。

ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ

Ｃ３ 小野 西宮 Ｂ３ 上本 西宮 Ｂ４ 山中 西宮 Ｂ６ 角辻 上本町 Ｂ４ 石津 上本町 Ｄ４ 清水 学園前
[東大寺]

Ａ５
石津 学園前 Ａ４ 覚野 京都 Ａ３ 山中 京都

[神女]
Ｃ３

高松 西宮 Ｃ７ 濱島 上本町 Ｂ３ 吉田 京都

Ｅ５ 辻本 西宮 Ｅ２ 小野 西宮 Ｃ７ 山中 西宮 Ｄ３ 濱島 上本町 Ｅ１ 石津 上本町 Ｆ４ 清水 学園前
[東大寺]

D２
石津 学園前 Ｄ４ 吉田 京都 Ｅ２ 山中 京都

Ｆ４ 小野 西宮 Ｅ７ 濱島 上本町 Ｆ６ 覚野 京都

Ａ４ 濱島 西宮 西宮 西宮 Ｂ５ 濱島 上本町 上本町 上本町 上本町 Ｂ５ 覚野 京都 京都

Ａ６ 辻本 西宮 Ａ７ 上本 西宮
[池附]
Ｂ４

角辻 西宮 Ｃ７ 角辻 上本町 Ｂ２ 石津 上本町 Ｂ７ 宗野 学園前 学園前 Ｂ５ 寺林 京都 Ａ５ 山中 京都

Ｆ６ 辻本 西宮 Ｆ３ 上本 西宮
[池附]

Ｃ５
山中 西宮 Ｅ７ 角辻 上本町 Ｃ５ 石津 上本町 Ｄ４ 宗野 学園前 学園前 Ｃ４ 寺林 京都 Ｂ１ 山中 京都

Ｅ６ 宮田 西宮 Ｅ３ 宮田 西宮 西宮 Ｄ２ 松本 上本町 Ｅ２ 滝井 上本町 Ｆ５ 西山 学園前
[東大寺]

D3
野口 学園前 Ｄ５ 飯塚 京都 Ｅ１ 岸本 京都

Ｆ５ 原田 西宮 Ｅ６ 永田 上本町 Ｆ７ 飯塚 京都

Ａ５ 原田 西宮 Ｂ４ 宮田 西宮 西宮 Ｂ７ 松本 上本町 Ｂ５ 滝井 上本町 Ｄ５ 西山 学園前
[東大寺]

Ａ６
野口 学園前 Ａ５ 飯塚 京都 Ａ４ 岸本 京都

Ｃ４ 宮田 西宮 Ｃ６ 永田 上本町 Ｂ４ 飯塚 京都

Ｅ６ 加藤 西宮 Ｆ４ 宮田 西宮 Ｃ６ 滝井 西宮 Ｅ６ 井上 上本町 Ｃ６ 加藤 上本町 Ｄ３ 加藤 学園前 学園前 Ｃ５ 飯塚 京都 Ｂ２ 岸本 京都

Ｆ５ 滝井 西宮

Ａ５ 滝井 西宮 Ａ６ 宮田 西宮 Ｂ５ 原田 西宮 Ｃ６ 井上 上本町 Ｂ３ 加藤 上本町 Ｂ６ 加藤 学園前 学園前 Ｂ４ 西村 京都 Ａ６ 岸本 京都

Ｃ４ 井上 西宮

Ｃ４ 永田

理科

社会

＜中２＞学校進度対応講座は裏面をご覧ください。

ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ

Ａ６ 小野 西宮 Ａ４ 小山健 西宮 Ｃ４ 山中 西宮 Ｂ６ 上本 上本町 Ａ７ 高林 上本町 Ｄ４ 山中 学園前
[東大寺]

Ａ５
青木 学園前 Ａ６ 濱島 京都 Ａ４ 山中 京都

Ｃ４ 小野 西宮 Ｃ３ 上本 上本町 Ｂ６ 覚野 京都

Ｅ６ 小野 西宮 Ｅ３ 小野 西宮 Ｄ７ 山中 西宮 Ｄ２ 濱島 上本町 Ｃ２ 高林 上本町 Ｅ６ 山中 学園前
[東大寺]

Ｂ６
青木 学園前 Ｄ７ 濱島 京都 Ｅ１ 山中 京都

Ｆ５ 小野 西宮 Ｅ５ 上本 上本町 Ｆ４ 覚野 京都

Ｃ４ 高松 西宮 Ｂ４ 上本 西宮
[池附]

Ａ６
角辻 西宮 Ｃ５ 上本 上本町 Ａ５ 高林 上本町 Ｄ２ 山中 学園前 学園前 Ｂ４ 覚野 京都 Ｂ２ 山中 京都

Ｅ６ 辻本 西宮 Ｆ５ 上本 西宮
[池附]
Ｄ７

角辻 西宮 Ｄ２ 角辻 上本町 Ｅ３ 高林 上本町 Ｆ４ 南 学園前 学園前 Ｄ７ 覚野 京都 Ｅ３ 山中 京都

Ａ７ 滝井 西宮 Ａ５ 宮田 西宮 西宮 Ｂ５ 答島 上本町 Ａ６ 永田 上本町 Ｄ３ 西山 学園前
[東大寺]

Ｂ５
田井 学園前 Ａ７ 飯塚 京都 Ａ３ 岸本 京都

Ｃ３ 宮田 西宮 Ｃ４ 答島 上本町 Ｂ５ 飯塚 京都

Ｅ７ 宮田 西宮 Ｅ４ 宮田 西宮 西宮 Ｄ３ 答島 上本町 Ｃ３ 永田 上本町 Ｅ５ 西山 学園前
[東大寺]

Ｆ５
田井 学園前 Ｄ６ 西村 京都 Ｅ２ 岸本 京都

Ｆ４ 滝井 西宮 Ｅ４ 松本 上本町 Ｆ５ 飯塚 京都

Ａ７ 井上 西宮 Ｂ５ 宮田 西宮 Ａ５ 横山 西宮 Ｃ４ 三本 上本町 Ａ４ 井上 上本町 Ｄ３ 永田 学園前 学園前 Ｂ３ 飯塚 京都 Ａ７ 岸本 京都

Ｃ３ 滝井 西宮

Ｅ７ 滝井 西宮 Ｆ６ 宮田 西宮 Ｄ６ 加藤 西宮 Ｄ３ 三本 上本町 Ｅ４ 井上 上本町 Ｆ５ 永田 学園前 学園前 Ｄ６ 飯塚 京都 Ｂ１ 岸本 京都

Ｆ６ 井上 西宮

7/15･16
６限

滝井

Ｅ４ 滝井

社会

※中３・中１～中３の学校進度対応講座は裏面です。

2022/5/18 現在

映像授業（オンデマンド） ６月２７日(月)～配信開始 １　限 　９：００～１０：３０

映像授業（ライブ） ①７月１７日(日)　②７月２４日(日)　③７月３１日(日) ２　限 １０：４５～１２：１５

Ａターム 　　　　７月１８日(月祝)～７月２２日(金) ３　限 １３：００～１４：３０

Ｂターム 　　　　７月２５日(月)～７月２９日(金) ４　限 １４：４５～１６：１５

Ｃターム 　　　　８月　１日(月)～　８月５日(金) ５　限 １６：３０～１８：００

Ｄターム 　　　　８月　８日(月)～８月１２日(金) ６　限 １８：１５～１９：４５

Ｅターム 　　　　８月１５日(月)～８月１９日(金) ７　限 ２０：００～２１：３０

Ｆターム 　　　　８月２２日(月)～８月２６日(金)

◇３日間講座のⅠ：タームの１～３日目（例)ＢⅠ…７月２５日～２７日

☆２日間講座のⅠ：タームの１・２日目、Ⅱ：タームの４・５日目（例)ＥⅠ…８月１５日・１６日

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

中１英語トップレベルＳ
＋

・Ｓ＜ｂａｓｉｃ＞

中１英語ハイレベル【前半】

中１英語ハイレベル【後半】＊

◇中１・中２マジカル イングリッシュ 映像（ライブ）90分×３回：①７月１７日(日)　②７月２４日(日)　③７月３１日(日)（全て１０：３０～１２：００）配信

☆中１英単語・英作文 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

中１数学ハイレベル［大教大附属］＊

☆中１スーパー数学 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中１数学ハイレベル【方程式の文章題】 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中１重要単元先取り講座数学 「1次方程式」 映像（オンデマンド）60分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中１重要単元先取り講座数学  「連立方程式」 映像（オンデマンド）60分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中１重要単元先取り講座数学  「不等式」 映像（オンデマンド）60分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中１重要単元先取り講座数学  「三角形の合同」 映像（オンデマンド）60分×２回：６月２７日(月)～配信開始

◇中１・中２マジカル サイエンス 映像（ライブ）90分×３回：①７月１７日(日)　②７月２４日(日)　③７月３１日(日)（全て１６：００～１７：３０）配信

☆中１・中２・中３アカデミア社会 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～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 千里中央校

教室 教室 教室 教室 教室 教室 教室 教室 教室

中２英語ハイレベル【前半】

中２英語ハイレベル【後半】＊

◇中１・中２マジカル イングリッシュ 映像（ライブ）90分×３回：①７月１７日(日)　②７月２４日(日)　③７月３１日(日)（全て１０：３０～１２：００）配信

☆中２・中３耳からウロコのリスニングトレーニング 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２英語長文読解 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２数学ハイレベル［大教大附属］【前半】

中２数学ハイレベル［大教大附属］【後半】＊

☆中２数学トップレベル【発展演習】 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２数学ハイレベル【中学関数編】 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

◇中１・中２マジカル サイエンス 映像（ライブ）90分×３回：①７月１７日(日)　②７月２４日(日)　③７月３１日(日)（全て１６：００～１７：３０）配信

☆中２・中３プラクティカル化学 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３メディカル生物～コロナ特別編 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３メディカル生物～がんとはどのような病気か 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３読解のレッスン －「型」から学ぶ物語読解－ 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３要約のレッスン －不失正鵠の要約特訓－ 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中１・中２・中３アカデミア社会 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

講　座　名
（講座名に後ろに＊…９月期認定講座）

中１英語トップレベルＳ
＋

・Ｓ【前半】

中１英語トップレベルＳ
＋

・Ｓ【後半】＊

中１数学トップレベルＳ
＋

・Ｓ【代数編】＊

中１数学トップレベルＳ
＋

・Ｓ【関数編】＊

中１数学ハイレベル【代数編】＊

中１数学ハイレベル【幾何編】

講　座　名
（講座名に後ろに＊…９月期認定講座）

中２英語トップレベルＳ
＋

・Ｓ【前半】

中２英語トップレベルＳ
＋

・Ｓ【後半】＊

中２数学トップレベルＳ
＋

・Ｓ【前半】

中２数学トップレベルＳ
＋

・Ｓ【後半】＊

中２数学ハイレベル【前半】

中２数学ハイレベル【後半】＊

理
科

国語

英
　
語

数
　
学

英
　
語

数
　
学



研伸館中学生課程  ２０２２年度 夏期講習　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。

【表記の説明】 Ｃ５　→　Ｃターム５限　（日程・時間帯は、下記および夏期講習パンフレット・夏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。教室授業は、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）

講座名の前に◇印の付いている講座は３日間(３回)講座です。教室授業は、阪急豊中校の「中１数学附属池田夏期特講」のみ。（<Ⅰ>はタームの１～３日目で行います。）

【ＶＯＤについて】 全ての校舎で、西宮校・上本町校・学園前校・京都校の教室開講の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です。

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

講座一覧に指定された校舎と異なる校舎の開講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。）

【夏期講習日程】 【夏期講習時間】

2022/5/18 現在

映像授業（オンデマンド） ６月２７日(月)～配信開始 １　限 　９：００～１０：３０

映像授業（ライブ） ①７月１７日(日)　②７月２４日(日)　③７月３１日(日) ２　限 １０：４５～１２：１５

Ａターム 　　　　７月１８日(月祝)～７月２２日(金) ３　限 １３：００～１４：３０

Ｂターム 　　　　７月２５日(月)～７月２９日(金) ４　限 １４：４５～１６：１５

Ｃターム 　　　　８月　１日(月)～　８月５日(金) ５　限 １６：３０～１８：００

Ｄターム 　　　　８月　８日(月)～８月１２日(金) ６　限 １８：１５～１９：４５

Ｅターム 　　　　８月１５日(月)～８月１９日(金) ７　限 ２０：００～２１：３０

Ｆターム 　　　　８月２２日(月)～８月２６日(金)

◇３日間講座のⅠ：タームの１～３日目（例)ＢⅠ…７月２５日～２７日

☆２日間講座のⅠ：タームの１・２日目、Ⅱ：タームの４・５日目（例)ＥⅠ…８月１５日・１６日

＜中３＞

ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ ＶＯＤ

Ａ５ 小野 西宮 Ｃ５ 吉田 西宮 西宮 Ｅ３ 角辻 上本町 上本町 上本町
[東大寺]

Ｅ６
覚野 上本町 Ａ７ 濱島 京都

Ｅ７ 上本 西宮 Ｃ７ 吉田 西宮 Ｂ３ 角辻 西宮 Ｅ３ 上本 上本町 Ｅ１ 吉田 上本町 Ｆ６ 清水 学園前 学園前 Ａ５ 神崎 京都

Ｅ７ 辻本 西宮 Ｃ５ 中家 西宮
[池附]
Ｂ５

山中 西宮 Ｅ３ 濱島 上本町 Ｅ３ 吉田 上本町 Ｃ３ 宗野 学園前 学園前 Ｃ５ 寺林 京都

Ｃ６ 小野 西宮 Ｅ５ 吉田 西宮 Ａ７ 角辻 西宮 Ｃ６ 上本 上本町 Ｆ６ 吉田 上本町 Ａ６ 清水 学園前
[東大寺]

D２
覚野 学園前 Ｂ７ 濱島 京都

Ｄ６ 濱島 京都

Ａ５ 辻本 西宮 Ａ６ 中家 西宮 Ａ５ 角辻 西宮 Ｃ６ 濱島 上本町 Ｂ３ 石津 上本町 Ｄ３ 宗野 学園前 学園前 Ｄ４ 寺林 京都

Ａ６ 原田 西宮 Ｅ６ 原田 西宮 西宮 Ｅ４ 松浦 上本町 Ｅ２ 永田 上本町 Ｆ７ 西山 学園前
[東大寺]

Ｅ５
田井 学園前 Ｂ６ 飯塚 京都

Ｄ７ 永田 京都

Ｅ４ 川﨑 西宮 Ｃ４ 原田 西宮 西宮 Ｂ５ 松浦 上本町 Ｆ７ 永田 上本町 Ａ５ 西山 学園前
[東大寺]

Ｃ６
田井 学園前 Ａ６ 飯塚 京都

Ｃ６ 飯塚 京都

Ｅ６ 滝井 西宮 Ｃ６ 原田 西宮 Ｂ４ 原田 西宮 Ｅ４ 加藤 上本町 Ｅ２ 井上 上本町 Ｃ４ 加藤 学園前 学園前 Ｃ４ 飯塚 京都

ＡⅡ５ 永田

Ｅ４ 永田

Ａ６ 井上 西宮 Ａ７ 宮田 西宮 Ａ６ 加藤 西宮 Ｂ４ 三本 上本町 Ｂ４ 井上 上本町 Ｄ２ 永田 学園前 学園前 Ｄ５ 永田 京都

Ｃ５ 東條 西宮 西宮 西宮 Ｂ６ 東條 上本町 上本町 上本町 上本町 Ｃ７ 網干 京都

社会

講　座　名
（講座名に後ろに＊…９月期認定講座）

開講校舎 日程 担当 日程 担当 日程 担当

中１英語甲陽＜総点検＞＊ 西宮 Ｃ３ 辻本 Ｂ５ 小野 Ａ５ 上本

中１英語甲陽＜先取り＞＊ 西宮 Ｆ４ 辻本 Ｆ３ 小野 Ｆ７ 上本

中１数学甲陽＜総点検＞＊ 西宮 Ｃ４ 滝井 Ｂ６ 井上 Ａ４ 原田

中１数学甲陽＜先取り＞＊ 西宮 Ｆ３ 滝井 Ｆ４ 井上 Ｆ６ 原田

中１英語六甲＜総点検・先取り＞ 西宮 ◎４ 高松 Ｅ５
内多
古谷

Ｅ５
内多
古谷

中１数学神戸女学院 西宮 Ｅ７ 加藤 Ｆ４ 原田 Ｂ２ 上本

中１数学海星 西宮 Ｃ２ 滝井 Ｂ７ 滝井 Ｆ４ 上本

中１英語灘＜総点検＞＊ ＪＲ住吉 Ｃ３ 吉田 Ｃ２ 小山健 Ｂ３ 宮田

中１英語灘＜先取り＞＊ ＪＲ住吉 Ｆ３ 吉田 Ｅ３ 小山健 Ｆ５ 宮田

中１数学灘＜総点検＞＊ ＪＲ住吉 Ｃ２ 飯塚 Ｃ３ 原田 Ｃ２
米田
森

中１数学灘＜先取り＞＊ ＪＲ住吉 Ｆ２ 飯塚 Ｅ４ 原田 Ｃ５ 角辻

◇中１数学附属池田 夏期特講 阪急豊中 ＢⅠ３ 滝井 Ｃ３ 角辻 Ｅ５ 角辻

中１英語四天王寺＜総点検＞＊ 上本町 Ｃ５ 濱島 Ｄ４ 角辻 Ａ４ 石津

中１英語四天王寺＜先取り＞＊ 上本町 Ｅ５ 濱島 Ｃ２ 石津 Ｅ４ 石津

中１英語東大寺＜総点検＞＊ 高の原 Ｃ３ 石津 Ｄ５ 石津 Ａ５ 答島

中１英語東大寺＜先取り＞＊ 高の原 Ｄ４ 石津 Ｄ４ 野口 Ｅ３ 答島

中１数学東大寺＜総点検＞＊ 高の原 Ｃ２ 西村 Ｆ３ 野口

中１数学東大寺＜先取り＞＊ 高の原 Ｄ３ 西村

☆中１英語洛南＜総点検・先取り＞ 京都 ＤⅠ２ 吉田

☆中１数学洛南＜総点検・先取り＞ 京都 ＤⅠ３ 飯塚

※中１・中２（学校進度対応講座除く）は裏面です。

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

中３英語トップレベルＳ
＋

＊

中３英語トップレベルＳ＊

中３英語ハイレベル＊

中３パワーアップ英語

☆中３英語トップレベルＳ
＋

・Ｓ～構文編 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

中３Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｇｒａｍｍａｒ［夏期］ 映像（オンデマンド）120分×３回＋90分の４回（450分講座）：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３耳からウロコのリスニングトレーニング 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

中３数学ハイレベルＡ･Ｂ＊

☆中３数学ハイレベル［大教大附属］【前半】

中３数学ハイレベル［大教大附属］【後半】＊

中３パワーアップ数学Ａ･Ｂ

☆中３数学トップレベル【数ⅠＡⅡ発展講義】 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中３数学ハイレベル【数ⅠＡ総点検】 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

◇中３マジカル マスマティックス 映像（ライブ）90分×３回：①７月１７日(日)　②７月２４日(日)　③７月３１日(日)（全て１４：００～１５：３０）配信

中３物理化学医学部Ｓ＊

☆中２・中３プラクティカル化学 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３メディカル生物～コロナ特別編 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３メディカル生物～がんとはどのような病気か 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３読解のレッスン －「型」から学ぶ物語読解－ 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中２・中３要約のレッスン －不失正鵠の要約特訓－ 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

☆中１・中２・中３アカデミア社会 映像（オンデマンド）90分×２回：６月２７日(月)～配信開始

学校進度対応講座【中１】 学校進度対応講座【中２】 学校進度対応講座【中３】

講　座　名
（講座名に後ろに＊…９月期認定講座）

開講校舎
講　座　名

（講座名に後ろに＊…９月期認定講座）
開講校舎

中２英語甲陽＜総点検＞＊ 西宮 中３英語甲陽＜総点検＞＊ 西宮

中２英語甲陽＜先取り＞＊ 西宮 中３英語甲陽＜先取り＞＊ 西宮

中２数学甲陽＜総点検＞＊ 西宮 中３数学甲陽＜総点検＞＊ 西宮

中２数学甲陽＜先取り＞＊ 西宮 中３数学甲陽＜先取り＞＊ 西宮

中２物理化学甲陽＊ 西宮 中３物理化学甲陽＊ 西宮

中２数学神戸女学院 西宮 中３英語灘＜総点検＞＊ ＪＲ住吉

中２数学海星 西宮 中３英語灘＜先取り＞＊ ＪＲ住吉

中２英語灘＜総点検＞＊ ＪＲ住吉 中３数学灘＜総点検＞＊ ＪＲ住吉

中２英語灘＜先取り＞＊ ＪＲ住吉 中３数学灘＜先取り＞＊ ＪＲ住吉

中２数学灘＜総点検＞＊ ＪＲ住吉 中３物理化学灘＊ ＪＲ住吉

中２数学灘＜先取り＞＊ ＪＲ住吉 中３英語四天王寺＜総点検＞＊ 上本町

中２英語四天王寺＜総点検＞＊ 上本町 中３英語四天王寺＜先取り＞＊ 上本町

中２英語四天王寺＜先取り＞＊ 上本町 中３英語東大寺＜総点検＞＊ 高の原

中２英語東大寺＜総点検＞＊ 高の原 中３英語東大寺＜先取り＞＊ 高の原

中２英語東大寺＜先取り＞＊ 高の原 中３数学東大寺＜総点検＞＊ 高の原

中２数学東大寺＜総点検＞＊ 高の原 中３数学東大寺＜先取り＞＊ 高の原

中２数学東大寺＜先取り＞＊ 高の原

◎中１英語六甲＜総点検・先取り＞…7/15(金)･16(土)･18(月)～20(水)に行います。

講　座　名
（講座名に後ろに＊…９月期認定講座）

中３スーパー英語Ｓ
＋

・Ｓ

中３数学トップレベルＳ
＋

・Ｓ【数列導入】＊

中３数学トップレベルＳ
＋

・Ｓ【平面ベクトル】＊

理
科

国語

英
　
語

数
　
学


