
【西宮校】 １限 9：00～10：30／２限 10：45～12：15／３限 13：00～14：30／４限 14：45～16：15／５限 16：30～18：00／６限 18：15～19：45／７限 20：00～21：30

時限 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 時限

アカデミック英会話(Lv.2) Gita 海外大学進学講座（Ⅰ） Gita 海外大学進学講座（Ⅱ） Gita 高３東大京大特選物理［電磁気］ 藤原

アカデミック英会話(Lv.1) Mike アカデミック英会話(Lv.3) Mike 海外大学進学講座（０） Gita

アカデミック英会話(Lv.4-5) Ross

高３共通テスト英語［Listening攻略編］α 徳本 高３共通テスト英語［Reading攻略編］β 徳本 高３漢文頻出事項総まとめ 城福 高３東大京大特選理系数学演習［後編］ 笹谷 高３入試物理完全攻略［力学・波動］ 内多

高３私立大英語［長文読解］ 井上景 高３東大国語 寺岡 アカデミック英会話(Lv.2) Gita 高３スーパー化学特講［有機化学］ 吉村

高３東大京大古文徹底演習 寺岡

高３入試化学完全攻略［理論化学］ 深田智

アカデミック英会話(Lv.3) Gita

高３共通テスト英語［Reading攻略編］α 徳本 高３京大阪大文系数学演習 竹本 高３共通テスト英語［Listening攻略編］β 徳本 高３京大阪大・医学部理系数学［図形問題］ 笹谷 高３関関同立英語特講 井上景 高３古文平安女流日記 深瀬

高３東大京大物理テスト＆チェック 藤原 高３共通テスト数学［ⅠＡ集中特訓］β 松本 高３京大国語 寺岡 高３阪大神大理系数学［極限・微分演習］ 竹本 高３阪大神大への数学［ベクトル］α 竹本 高３スーパー物理特講［力学・波動］ 米田

高３日本荘園史特講
☆２日間（7/19、7/20）

山本充 高３早慶関関同立日本史［明治時代総攬］ 西 高３早慶関関同立世界史［１９世紀の欧米史］ 明瀬 高１英語特別選抜［180分×5日間］・前半 今村 高３東大京大特選化学［有機化学］ 古谷 高３入試化学完全攻略［有機化学］ 吉村

海外大学進学講座（Ⅲ） Gita
高３共通テスト地理実践演習
［序章：大地形・小地形・気候編］
☆３日間（7/24、7/25、7/26）

南 高１英語選抜Ｓ［180分×5日間］・前半 徳本 高２英語特別選抜［後編：解法の研究］ 今村 高２京大阪大・医学部物理特講［力学］ 内多

高２数学特別選抜［ⅠＡⅡＢＣ］［ベクトル］ 高木 高２英語選抜［後編：入試問題演習］ 徳本

アカデミック英会話(Lv.4-5) Ross 高１物理［仕事とエネルギー］ 内多

高３共通テスト数学［ⅠＡ集中特訓］α 竹本 高３早慶英語［１80分×5日間］・前半 西川 高３京大英語実践演習 徳本 高３京大阪大文系数学［図形問題］ 竹本 高３東大英語設問形式別特講 今村 高２数学特別選抜Ｓ［ⅢＣ］［複素数平面］ 笹谷
高３阪大神大英語実践演習α
☆３日間（8/28、8/29、8/30）

徳本

高３東大京大化学テスト＆チェック 古谷 高３関関同立英語［長文読解］ 井上景 高３国私立大への数学［ベクトル］ 松本 高１英語特別選抜［１80分×5日間］・後半 高３阪大神大英語１ 徳本 高２数学選抜Ｓ［ⅢＣ］［複素数平面］ 川﨑
高３小論文特講［180分］・前半
（8/28）

寺岡

高３東大京大論述日本史 山本充 高３京大阪大・医学部理系数学演習 笹谷 高３共通テスト日本史［明治時代総攬］ 山本充 高１英語選抜Ｓ［１80分×5日間］・後半 高３阪大神大英語２ 池吉 高１国語［発展］ 深瀬

高３東大京大論述世界史 明瀬 高３共通テスト数学［ⅡＢ集中特訓］α 竹本 高３共通テスト世界史［１９世紀の欧米史］ 明瀬 高２東大京大への数学演習 笹谷

高２物理特別選抜Ｓ［波動］ 内多 高３東大地理特講 南 高３共通テスト地理総点検Ⅱ［人文地理分野］ 南 高２京大阪大への数学演習 竹本

高２物理選抜［波動］ 藤原 高２英語特別選抜［前編：読解理論］ 今村 高２物理［波動］ 米田 高２数学ＨＳ-Ａ［後編：微分法］ 高木

高１数学特別選抜Ｓ／選抜Ｓ［平面上の曲線］ 笹谷 高２英語選抜［前編：読解理論］ 徳本 高２京大阪大・医学部化学特講［理論化学］ 吉村 高２数学ＨＳ-Ｂ［後編：ⅡＢＣ応用演習］ 答島

≪全学年対象≫重要古典文法の総点検 中村 高１数学特別選抜Ｓ［数列］ 川﨑 高１化学［分子の構造と性質］ 古谷

高１数学選抜Ｓ［数列］ 松本

高３東大京大特選理系数学演習［前編］ 笹谷 高３東大京大特選英語 今村 高３関関同立現代文 城福 高３スタンダード理系数学［数Ⅲ積分法］ 竹本 高３東大京大特選文系数学 高木 高３共通テスト地理［ｴﾈﾙｷﾞｰ・工業・環境問題］ 南
高３阪大神大英語実践演習β 
☆３日間（8/28、8/29、8/30）

徳本

高３東大京大特選文系数学演習 高木 高３京大阪大・医学部英語 徳本 高３京大阪大・医学部物理［電磁気］ 米田 高３共通テスト世界史［２０世紀の欧米史］ 明瀬 高３共通テスト古文漢文 中村 高２英語ＳＢ［後編：長文読解］２β 中家
高３小論文特講［180分］・後半
（8/28）

寺岡

高３共通テスト数学［ⅡＢ集中特訓］β 松本 高３早慶英語［１80分×5日間］・後半 西川
高３京大阪大・医学部生物　人間生理学特講［前半］
神経系

村山
高２現代文
☆２日間（8/7、8/8）

城福
高３スタンダード生物　人間生理学の完成［後半］
恒常性

村山 高２数学Ｓ［ⅢＣ］［後編：数学Ⅲ発展・総点検］１ 笹谷

高３共通テスト現代文 中村 高２数学Ｓ［ⅢＣ］［前編：数Ⅲ積分法］１ 笹谷 高２英語ＳＢ［前編：英文解釈］２β 中家
高２古文
☆２日間（8/9、8/10）

城福 高２英語ＳＡ［後編：長文読解］ 井上景 高２数学Ｓ［ⅢＣ］［後編：数学Ⅲ発展・総点検］２ 川﨑

高３阪大神大生物　人間生理学の完成［前半］
神経系

村山 高２数学Ｓ［ⅢＣ］［前編：数Ⅲ積分法］２ 川﨑
高２物理ＨＳ［力と運動］　
☆３日間（7/31、8/1、8/2）

内多 高２化学選抜［化学平衡］ 吉村 高２英語ＳＢ［後編：長文読解］１ 徳本 高１英語Ｓ［後編：読解入門］１ 天藤

高３日本史　政治史総点検［中世史編］　
☆２日間（7/17、7/18）

西 高２数学ＨＳ-Ａ［前編：空間ベクトル］ 高木 高２化学［化学平衡］ 吉村
高２化学ＨＳ［原子・結合・モル計算］
☆３日間（8/7、8/8、8/9）

深田智 高２英語ＳＢ［後編：長文読解］２α 池吉 高１英語Ｓ［後編：読解入門］２ 吉田

高３日本史　政治史総点検［近世史編］
☆２日間（7/19、7/20）

西 高１英語Ｓ［前編：文法完成］１ 天藤 高１数学Ｓ［後編：数列］１ 川﨑 高１数学特別選抜Ｓ／選抜Ｓ［ⅠＡⅡＢ発展演習］ 笹谷 高１数学選抜ＨＳ［後編：指数関数・対数関数］ 竹本

高２化学特別選抜Ｓ［化学平衡］ 古谷 高１英語Ｓ［前編：文法完成］２ 吉田 高１数学Ｓ［後編：数列］２ 滝井 高１数学ＨＳ［後編：２次関数総点検］ 深田望

高１物理［発展］［仕事とエネルギー］ 内多 高１英語選抜ＨＳ［前編：構文把握］ 井上景

高１英語ＨＳ［前編：構文把握］ 池吉

高３スタンダード物理［電磁気］ 内多 高３関関同立英語［英作文法］ 井上景 高３阪大神大現代文 城福 高３阪大神大古文 城福
高３京大阪大・医学部生物　人間生理学特講［後半］
恒常性

村山
高３医学部入試小論文＆面接特講
☆３日間（8/21、8/22、8/23）

湯川・
中村・南

高３看護系小論文対策講座
☆２日間（8/29、8/30）

中村

高３スタンダード生物　人間生理学の完成［前半］
神経系

村山 高３阪大神大への数学［ベクトル］β 松本 高３関関同立古文 深瀬 高３阪大神大化学［有機化学］ 吉村
高３日本文化史特講［原始～現代編］
共通テスト・国公立編

山本充 高２発展英作文法 天藤

高３夏から始める世界史［１８世紀までの欧米史］ 明瀬 高３神大理系数学［極限・微分］ 高木 高３阪大神大物理［電磁気］ 内多 高３スタンダード化学［有機化学］ 深田智
高３日本文化史特講［原始～現代編］
難関私大編

西 高２数学［市立西宮／文系］・後編 笹谷

高３共通テスト地理総点検Ⅰ［自然地理分野］ 南 高２英語ＳＡ［前編：英文解釈］ 西川 高３京大阪大・医学部化学［有機化学］ 吉村 高３早慶関関同立世界史［２０世紀の欧米史］ 明瀬 高３世界文化史特講 明瀬 高１数学Ｓ［数Ⅱ関数の発展］１ 川﨑

高２数学Ｓ［ⅠＡⅡＢＣ］［ベクトル］１ 竹本 高２英語ＳＢ［前編：英文解釈］１ 徳本
高３阪大神大生物　人間生理学の完成［後半］
恒常性

村山 高２数学選抜［ⅠＡⅡＢＣ］［ベクトル］ 笹谷 高２数学［市立西宮／ＧＳ］・後編 高木 高１数学Ｓ［数Ⅱ関数の発展］２ 滝井

高２数学Ｓ［ⅠＡⅡＢＣ］［ベクトル］２ 松本 高２英語ＳＢ［前編：英文解釈］２α 池吉 高２数学ＨＳ-Ｂ［前編：指数関数・対数関数］ 答島 高２数学［市立西宮／理系］・後編 川﨑

高２数学［市立西宮／ＧＳ］・前編 高木 高１数学Ｓ［前編：数列］１ 川﨑 高２数学［市立西宮／理系］・前編 川﨑 高２数学［数学ⅠＡ重要単元総復習］ 答島

高２数学［市立西宮／文系］・前編 笹谷 高１数学Ｓ［前編：数列］２ 滝井 高１英語重要構文１００題 吉田 高２国語［発展］ 中村

高２日本史［江戸時代総攬］ 西 高１数学選抜ＨＳ［前編：三角関数］ 竹本 高１英語選抜ＨＳ［後編：読解入門］ 井上景

高１化学［発展］［分子の構造と性質］ 古谷 高１数学ＨＳ［前編：整数］ 深田望 高１英語ＨＳ［後編：読解入門］ 池吉

２０２３年度 研伸館 夏期講習 時間割
【５月６日現在】※この時間割は変更する場合があります。

Ａターム
７／１７（月・祝）～２１（金）

Ｂターム
７／２４（月）～２８（金）

Ｃターム
７／３１（月）～８／４（金）

Ｄターム
８／７（月）～１１（金・祝）

Ｅターム
８／１４（月）～１８（金）

Ｆターム
８／２１（月）～２５（金）

８／２８（月）～３０（水）

２
限

２
限

３
限

３
限

今村

４
限

４
限

５
限

５
限

６
限
 

６
限
 

７
限

７
限

★土曜日集中(7/22, 8/12, 19, 26, 9/2)

アカデミック英会話(Lv.2) 担当：CJ

海外大学進学講座（Ⅰ）担当：CJ 16:30-18:00

海外大学進学講座（Ⅱ）担当：Mike 16:30-18:00

★日曜日集中(7/23, 30, 8/20, 27, 9/3)

アカデミック英会話(Lv.1) 担当：CJ 11:00-12:30

アカデミック英会話(Lv.3) 担当：CJ 12:40-14:10

海外大学進学講座（Ⅰ）担当：CJ 16:30-18:00

海外大学進学講座（Ⅱ）担当：Mike 16:30-18:00

★SDGs Summer Camp（7/29 or 8/5)

 9:30-18:30 　※１日集中の450分講座


