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4週目 8/21（金）～ 8/27（木） 

コード ターム 講師

木夜 有川 10040 木夜 有川

土夜 加藤 10070 土夜 加藤

日昼 安永 10080 日昼 安永

加藤

月夜 小林/Paul コード ターム 講師

金夜 小林/Clarke 11010 月夜 小林/Paul

11050 金夜 小林/Clarke

コード ターム 講師

中2数学 日夜 安永 20090 日夜 安永

伴

木夜 伴 コード ターム 講師

土夜 寺澤 20040 木夜 伴

20070 土夜 寺澤

水夜 里岡/Paul コード ターム 講師

金夜 Clarke/小林 21030 水夜 里岡/Paul

21050 金夜 Clarke/小林

金夜 伴 コード ターム 講師

日夜 栗塚 30050 金夜 伴

30090 日夜 栗塚

伴

金夜 寺澤 コード ターム 講師

日夜 小田 30150 ※土昼 寺澤

30190 日夜 小田

水夜 Paul/里岡 コード ターム 講師

木夜 小林/Andre 31030 水夜 Paul/里岡

31040 木夜 小林/Andre

中1数学新規生専用講習

17:30～20:30 8/6･13･20･27･9/3

中1代数ダイジェスト 　　　　※9月受講検討者は入会講座に加え、前期・後期の受講も必須です。

中2数学入会講座 　　　　※9月受講検討者は入会講座に加え、前期・後期の受講も必須です。

中3数学入会講座

8/2･9･16･23･30

※30150「整数C」寺澤先生の講習は4-6月期と開講曜日が異なります。(金)→(土昼)に変更

中3英語多読 年間カリキュラムを調整

のため前期には授業は行

いません。

講座名 時間 日程

中3英語多読
17:30～20:30 8/5･12･19･26･9/2

8/2･9･16･23･30

中3数学C 30001

図形と式Ｃ

寺澤

講座名 時間 日程

整数C
14:00～17:00 8/1･8･15･22･29

17:00～20:00

7/31･8/7･14･21･28

中3数学D 30000

図形と式Ｄ

伴

講座名 時間 日程

整数D
17:30～20:30 7/31･8/7･14･21･28

17:00～20:00

　　　　※9月受講検討者は入会講座に加え、前期・後期の受講も必須です。

中3数学新規生専用講習

中2英語多読 年間カリキュラムを調整

のため前期には授業は行

いません。

講座名 時間 日程

中2英語多読
17:30～20:30 8/5･12･19･26･9/2

17:30～20:30

2次関数と放物線B
17:30～20:30 8/6･13･20･27･9/3

17:45～20:45 8/1･8･15･22･29

中2数学 20001

円周角の定理とその周辺B

寺澤

講座名 時間

中2数学新規生専用講習

※夏期講習「中2数学」は2レベルにわかれます。(C上級・B通常期と同じレベル)　登録されたクラスとは別のクラスを希望する場合は、変更手続きが必要です。                  

20000

円周角の定理とその周辺C

安永

講座名 時間 日程

2次関数と放物線C 17:00～20:00 8/2･9･16･23･30

日程

中1英語多読 年間カリキュラムを調整

のため前期には授業は行

いません。

講座名 時間 日程

中1英語多読
17:30～20:30 8/3･10･17･24･31

17:30～20:30 7/31･8/7･14･21･28

講座名 時間 日程

中1数学

10000

整数・確率

安永

平面幾何入門

17:30～20:30 8/6･13･20･27･9/3

17:45～20:45 8/1･8･15･22･29

13:00～16:00 8/2･9･16･23･30

4-6月期の受講クラスから⇒の先のクラスが自動継続されたクラスになります。

講座の変更・追加希望の方は手続きが必要です。

担当講師・前期開講講座一覧 担当講師・後期期開講講座一覧

6日目分　7/24（金）17：00　※一部の6日間講座のみ 3週目 8/14（金）～ 8/20（木） 

1講座180分×5日間(一部、時間が異なる講座、6日間講習もございます。)

※後期指定講習が始まる前の7/30(木)までを目途に、視聴してください。 5週目 8/28（金）～ 9/ 3（木） 

※配信授業の詳細につきましては、下記の「担当講師・講座一覧」を参照ください。 ※詳しくは、「2020夏期講習のご案内(授業形式)」p.4～P.6を参照ください。

3日目分　7/3（金） 17：00 録画映像授業：次回の授業日までに配信いたします。 

4日目分　7/10（金）17：00 1週目 7/31（金）～ 8/ 6（木） 

5日目分　7/17（金）17：00 2週目 8/ 7（金）～ 8/13（木） 

前期　配信開始日時(予定)※時間は目安です。前後する場合があります。 後期(8月)　指定講習　授業日程　(予定)

1日目分　7/3（金） 17：00 対面授業：4-6月期と同曜日・同時間帯に、同じレベル・同じ講師で、

2日目分　7/3（金） 17：00 
週1回×5週の授業となります。※一部変更があります。
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4週目 8/21（金）～ 8/27（木） 

水夜 井上 コード ターム 講師

土夜 栗塚 40030 水夜 井上

40070 土夜 栗塚

井上

水夜 寺町 コード ターム 講師

土夜 内山 40130 水夜 寺町

40170 土夜 内山

コード ターム 講師

栗塚

コード ターム 講師

月夜 Paul/小林 41010 月夜 Paul/小林

木夜 Andre/小林 41040 木夜 Andre/小林

高1S数学新規生専用講習

三角関数

※9月受講検討者は入会講座に加え、前期・後期の受講も必須です。

※9月受講検討者は入会講座に加え、前期・後期の受講も必須です。

高1DE数学新規生専用講習

高1数学DE入会講座

40280 図形と式R 日昼 栗塚 13:00～16:00 8/2･9･16･23･30

論理と図形D

※録画配信授業のみです。　7/31(金)～配信を開始します。

高1数学R

年間カリキュラムを調整したた

め、前期には授業は行いません。

講座名 時間 日程

高1英語多読 高1英語多読
17:30～20:30 8/3･10･17･24･31

17:30～20:30 8/6･13･20･27･9/3

日程

高1数学D 40001
数列Ｄ

内山

講座名 時間 日程

論理と図形D 17:30～20:30 8/5･12･19･26･9/2

日昼 栗塚 40003
指数・対数関数R

栗塚

講座名 時間

高1数学E 40000

数列Ｅ

井上

講座名 時間 日程

論理と図形E
17:30～20:30 8/5･12･19･26･9/2

17:45～20:45 8/1･8･15･22･29

6日目分　7/24（金）17：00　※一部の6日間講座のみ 3週目 8/14（金）～ 8/20（木） 

1講座180分×5日間(一部、時間が異なる講座、6日間講習もございます。)

※後期指定講習が始まる前の7/30(木)までを目途に、視聴してください。 5週目 8/28（金）～ 9/ 3（木） 

※配信授業の詳細につきましては、下記の「担当講師・講座一覧」を参照ください。 ※詳しくは「2020夏期講習のご案内(授業形式)」p.4～p.6を参照ください。

4-6月期の受講クラスから⇒の先のクラスが自動継続されたクラスになります。

講座の変更・追加希望の方は手続きが必要です。

担当講師・前期開講講座一覧 担当講師・後期期開講講座一覧

3日目分　7/3（金） 17：00 録画映像授業：次回の授業日までに配信いたします。 

4日目分　7/10（金）17：00 1週目 7/31（金）～ 8/ 6（木） 

5日目分　7/17（金）17：00 2週目 8/ 7（金）～ 8/13（木） 

前期　配信開始日時(予定)※時間は目安です。前後する場合があります。 後期(8月)　指定講習　授業日程　(予定)

1日目分　7/3（金） 17：00 対面授業：4-6月期と同曜日・同時間帯に、同じレベル・同じ講師で、

2日目分　7/3（金） 17：00 
週1回×5週の授業となります。※一部録画配信のみの講座があります。
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水夜 岡本 コード ターム 講師

日昼 加藤 50030 水夜 岡本

50080 日昼 加藤

水夜 内山 コード ターム 講師

日昼 小田 50130 水夜 千葉

50180 日昼 小田

コード ターム 講師

高2数学S 火夜 有川 50220 火夜 有川

コード ターム 講師

高2数学M 月夜 安永 50310 月夜 安永

コード ターム 講師

高2英語多読精読G 日夜 渡辺

コード ターム 講師

高2英語多読精読E 土昼 渡辺

コード ターム 講師

高2物理 月夜 伊藤

コード ターム 講師

高2物理 木夜 椿

6日間 前期 後期

コード コード ターム 講師

52000 52010 月夜 伊藤

52001 52040 木夜 椿

金夜 吉久 コード ターム 講師

土夜 川原 53050 金夜 吉久

53070 土夜 川原

6日間 前期 後期

コード コード ターム 講師

53050 金夜 吉久

53070 土夜 川原

※9月受講検討者は入会講座に加え、前期・後期の受講も必須です。

53001

熱と平衡の化学

高2化学9月入会講座

川原

講座名

夏以降受講検討者向け 電気と酸化還元の

化学

高2化学 53000

酸と塩基の化学

川原

講座名 時間

講座名

53000 酸と塩基の化学

※どちらかの講座を選択

日程

電気と酸化還元の

化学

17:30～20:30
7/31･8/7･14･21･

28
17:45～20:45 8/1･8･15･22･29

52002

力学法則の基礎と応用

高2物理9月入会講座

椿

熱力学研究

※9月受講検討者は入会講座に加え、前期・後期の受講も必須です。

夏以降受講検討者向け

※どちらかの講座を選択

52001

回転運動の力学

椿

講座名 時間 日程

52040 熱力学研究 木夜 椿 17:30～20:30 8/6･13･20･27･9/3

52000

回転運動の力学

伊藤

講座名 時間 日程

52010 熱力学研究 月夜 伊藤 17:30～20:30 8/3･10･17･24･31

51001

高2英語多読精読E前期

渡辺

講座名 時間 日程

51160
高２英語多読精読

E後期
土昼 渡辺 13:55～17:15 8/1･8･15･22･29

高2数学G 50000

複素数と図形Ｇ

岡本

講座名 時間

3日目分　7/3（金） 17：00 

2日目分　7/3（金） 17：00 

1日目分　7/3（金） 17：00 

前期　配信開始日時(予定)※時間は目安です。前後する場合があります。

※配信授業の詳細につきましては、下記の「担当講師・講座一覧」を参照ください。 

後期(8月)　指定講習　授業日程　(予定)

対面授業：4-6月期と同曜日・同時間帯に、同じレベル・同じ講師で、

週1回×5週の授業となります。※一部変更があります。

録画映像授業：次回の授業日までに配信いたします。 

1週目 7/31（金）～ 8/ 6（木） 

2週目 8/ 7（金）～ 8/13（木） 

3週目 8/14（金）～ 8/20（木） 

4週目 8/21（金）～ 8/27（木） 

5週目 8/28（金）～ 9/ 3（木） 

日程

2次曲線と

空間図形G

17:30～20:30 8/5･12･19･26･9/2

13:00～16:00

4日目分　7/10（金）17：00 

講座名

回転運動の力学

講座名

4-6月期の受講クラスから⇒の先のクラスが自動継続されたクラスになります。

講座の変更・追加希望の方は手続きが必要です。

担当講師・前期開講講座一覧 担当講師・後期期開講講座一覧

高2数学E 50001

複素数と図形E

小田

講座名 時間

2次曲線E
17:30～20:30

50004

数列演習Ｍ

安永

講座名 時間

確率演習M 17:30～20:30

13:00～16:00

50002

積分入門(数Ⅱ)Ｓ

有川

講座名 時間

※詳しくは、「2020夏期講習のご案内(授業形式)」p.4～p.6を参照ください。

※後期指定講習が始まる前の7/30(木)までを目途に、視聴してください。

1講座180分×5日間(一部、時間が異なる講座、6日間講習もございます。)

6日目分　7/24（金）17：00　※一部の6日間講座のみ 

5日目分　7/17（金）17：00 

8/2･9･16･23･30

日程

8/5･12･19･26･9/2

日程

8/3･10･17･24･31

8/2･9･16･23･30

日程

数Ⅲ微分入門S 17:30～20:30 8/4･11･18･25･9/1

51000

高2英語多読精読Ｇ前期

渡辺

講座名 時間 日程

51090

※50130「2次曲線E」(水)の担当講師は内山先生ではなく、千葉先生が担当します。

高２英語多読精読

G後期
日夜 渡辺 16:40～20:00 8/2･9･16･23･30
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4週目 8/21（金）～ 8/27（木） 

火夜 加藤 コード ターム 講師

木夜 大澤 60020 火夜 加藤

60040 木夜 大澤

火夜 小田 コード ターム 講師

木夜 安永 60220 7/26-30 小田

60240 木夜 安永

コード ターム 講師

受験数学文系M 日夜 高橋

コード ターム 講師

受験英語G 水夜 渡辺

コード ターム 講師

受験英語F 土夜 渡辺

受験物理演習G 金夜 椿

コード ターム 講師

受験物理演習F 日夜 伊藤

コード ターム 講師

受験物理速修 金夜 伊藤

6日間

コード ターム 講師

受験化学演習G 土昼 川原

6日間

コード ターム 講師

受験化学演習F 月夜 阿部

6日間

コード ターム 講師

受験化学速修 月夜 吉久

日程

理系数学テスト

演習GH

17:30～20:30 8/4・11・18・25・9/1

受験数学理系F 60001
理系数学演習Ｆ前期

安永

講座名 時間 日程

理系数数学演習

F　後期

受験数学理系GH 60000
東大図形数学(理系)GH

大澤

講座名 時間

17:30～20:30

17:30～20:30 8/6・13・20・27・9/3

※7/26･27･28･29･30

17:30～20:30 8/6・13・20・27・9/3

61001
入試英語上級演習Ｆ前期

渡辺

講座名

60002
東大図形数学(文系)M

高橋 60390
東大解析数学

(文系)M
日夜 高橋 17:00～20:00 8/2･9･16･23･30

時間 日程

日程

61000
入試英語上級演習Ｇ前期

渡辺

講座名 時間 日程

61030
入試英語上級

演習G後期
水夜 渡辺 17:15～20:45 8/5･12･19･26･9/2

原子物理講義

演習G
金夜 椿 17:30～20:30

8/2･9･16･23･30

61170
入試英語上級

演習F後期
土夜 渡辺 17:45～21:15 8/1･8･15･22･29

日程

63110
無機と理論融合

演習F
月夜 阿部 17:30～20:30

7/31･8/7･14･21･28

63000
有機化学総合演習Ｇ

川原

講座名 時間 日程

63060
無機と理論融合

演習G
土昼 川原 14:00～17:00

62002
電気回路研究

伊藤

講座名 時間 日程

62250 磁場研究 金夜

前期　配信開始日時(予定)※時間は目安です。前後する場合があります。 後期(8月)　指定講習　授業日程　(予定)

1日目分　7/3（金） 17：00 対面授業：4-6月期と同曜日・同時間帯に、同じレベル・同じ講師で、

2日目分　7/3（金） 17：00 
週1回×5週の授業となります。※一部変則日程があります。

3日目分　7/3（金） 17：00 録画映像授業：次回の授業日までに配信いたします。 

※配信授業の詳細につきましては、下記の「担当講師・講座一覧」を参照ください。 

1講座180分×5日間(一部、時間が異なる講座、6日間講習もございます。)

※後期指定講習が始まる前の7/30(木)までを目途に、視聴してください。 5週目 8/28（金）～ 9/ 3（木） 

※詳しくは、「2020夏期講習のご案内(授業形式)」p.4～p.6を参照ください。

4-6月期の受講クラスから⇒の先のクラスが自動継続されたクラスになります。

4日目分　7/10（金）17：00 1週目 7/31（金）～ 8/ 6（木） 

5日目分　7/17（金）17：00 2週目 8/ 7（金）～ 8/13（木） 

6日目分　7/24（金）17：00　※一部の6日間講座のみ 3週目 8/14（金）～ 8/20（木） 

特別講習のご案内は裏面を参照ください

※特別講習の一覧は裏面を参照ください

講座の変更・追加希望の方は手続きが必要です。

担当講師・前期開講講座一覧 担当講師・後期期開講講座一覧

講座名 時間

8/3・10・17・24・31

8/3・10・17・24・31

63002
無機化学講義Ⅰ

吉久

講座名 時間 日程

63210 無機化学講義Ⅱ 月夜 吉久 17:30～20:30

8/1･8･15･22･29

63001
有機化学総合演習F

阿部

講座名 時間

5日間×210分

5日間×210分

※4-6月期の日程とは異なる変則日程です。

伊藤 17:30～20:30

7/31･8/7･14･21･28

62001
電磁気演習Ｆ

伊藤

講座名 時間 日程

62190
原子物理講義

演習F
日夜 伊藤 17:00～20:00

62000
電磁気演習G

椿

62050
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7/31(金)　17：00　61500「東大英語」　 

7/31(金)　17：00　63500「理論化学の総点検」 

※詳細につきましては、下記の「担当講師・講座一覧」を参照ください。 

特別講習　配信開始日時(予定)　※時間は目安です。前後する場合があります。

7/25(土)　17：00　60502「東大理系数学腕試しⅠ」 　

7/31(金)　17：00　60500「数Ⅲ微積分演習G」 　

7/31(金)　17：00　60501「数Ⅲ微積分演習F」 　

7/31(金)　17：00　60505「横浜市大(医)の数学演習」 

≪受験生対象　夏期特別講習一覧≫

※特別講習は自動継続されません。　受講希望者は申し込み手続きが必要です。

7/31(金)　17：00　61505「横浜市大(医)の英語テストゼミ」

7/31(金)　17：00　62505「横浜市大(医)の物理テストゼミ」

7/31(金)　17：00　63505「横浜市大(医)の化学テストゼミ」 

数学

英語

61500

東大英語

渡辺

61505

横浜市大(医)の英語

テストゼミ

渡辺

物理

60500

数Ⅲ微積分演習G

大澤

60501

数Ⅲ微積分演習F

安永

60502

東大理系数学腕試しⅠ

大澤

60505

横浜市大(医)の数学演習

大澤

化学

63500

理論化学の総点検

吉久

63505

横浜市大(医)の化学

テストゼミ

川原

62505

横浜市大(医)の物理

テストゼミ

椿

300分×1日 180分×2日間

180分×3日間3日講 180分×2日間

180分×2日間

180分×2日間

180分×5日間180分×5日間

180分×5日間


