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講座名 時間 日程(1日間)

日 高橋 16:40～20:00(200分) 11/29・12/6・13・20

60240 理系数学標準テストゼミ 木 安永 17:15～20:35(200分) 12/3・10・17・24

東工大の数学 火 安永
13：15～16：15試験

加藤 17:15～20:35(200分) 12/1・8・15・22

17：00～20：00解説

講座名 時間 日程(2日間)

11/29・12/6・13・20

63210 化学実戦上級テストゼミ 月 吉久 17:15～20:35(200分) 11/30・12/7・14・21

エデュカ　冬期講習(高3)　講座一覧表

講座名 時間 日程(4日)

※一部変則日程があります。

17:45～21:15(210分) 12/5・12・19・26

英

語

61170

科目

講座名 時間 日程(4日間)

61030 受験英語G 水 渡辺

講座名 時間 日程(4日間)

11/29・12/6・13・20

講座名 時間 日程(5日間)

　　※27日のみ開始時間が13：00～になります。　　　※27日のみ開始時間が17：00～になります。

※直前講習の一覧は裏面を参照ください

数
学

物
理

化
学

受験英語F 土

理

系

文

系

講座名 時間 日程(4日間)

63380 化学思考問題演習 日 吉久 13:00～16:00(180分)

62050 東大物理演習 金 椿
17：15～20：15(180分)

12/4・11・18・25・※27

63060 東大化学演習理論・物性 土 川原
13：45～16：45(180分)

※13：00～16：00(180分)

講座名 時間 日程(4日間)

62190 物理実戦テストゼミ 日 伊藤 17:00～20:20(200分)

12/5・12・19・26・※27
※17：00～20：00(180分)

60400

講座名 時間 日程(5日間)

17:15～20:45(210分) 12/2・9・16・23

講座名 時間 日程(4日間)

60390 東大文系数学テストゼミ

※エデュカは休憩時間も含めた分数で表記しています。

60040 東大解析数学(理系) 木 大澤 17:15～20:35(200分) 12/3・10・17・24

講座名 時間 日程(4日間)

12/29(火)

60300 東大理系数学腕試しⅡ 月 安永
13：45～16：15試験

12/28(月)

※「東工大の数学」はSEGでは2日間講習ですが

エデュカは1日間講習です。

渡辺

17：00～20：00解説

60120 理系数学上級テストゼミ 火

講座名 講師 受講料

東大解析数学(理系) 大澤 ¥21,680

東大理系数学腕試しⅡ 安永 ¥7,230

東工大の数学 安永 ¥10,080

理系数学上級テストゼミ 加藤 ¥22,200

理系数学標準テストゼミ 安永 ¥22,200

東大文系数学テストゼミ 高橋 ¥22,200

受験英語G 渡辺 ¥24,240

受験英語F 渡辺 ¥24,240

東大物理演習 椿 ¥23,940

物理実戦テストゼミ 伊藤 ¥23,220

東大化学演習理論・物性 川原 ¥23,940

化学実戦上級テストゼミ 吉久 ¥23,220

化学思考問題演習 吉久 ¥21,180

化学

物理

数学

英語

200分×4日間 200分×4日間 210分×4日間 200分×4日間 180分×5日間 180分×5日間 210分×4日間 180分×4日間 200分×4日間

17:15-20:35 17:15-20:35 17:15-20:45 17:15-20:35 17:15-20:15 13：45-16:45 17:45-21:15 13:00-16:00 17:00-20:20

化学実戦上級

テストゼミ

理系数学上級

テストゼミ
受験英語G

東大解析数学

(理系)

東大物理演習
※5日目は

12/27

13:00-16:00

東大化学演習

理論・物性
※5日目は

12/27

17:00-20:00

受験英語F
化学思考問題

演習

物理実戦

テストゼミ

吉久 加藤 渡辺 大澤 椿 川原 渡辺 吉久 伊藤雅

200分×4日間 200分×4日間

17:15-20:35 16:40-20:00

理系数学標準

テストゼミ

東大文系数学

テストゼミ

安永 高橋

日夜月 火 水 木 金 土昼 土夜 日昼

12/28(月) 12/29(火)
375分×1日間 ※405分×1日間

13：45-20：00 13：15-20：00

東大理系数学

腕試しⅡ
東工大の数学

安永 安永

1日講習
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60905
60906

直前横浜市大医学部数学実戦
テストゼミⅠ/Ⅱ

　
60905Ⅰ1/24(日)
60906Ⅱ1/31(日)
試験：8:45～10:45(120分)
解説：11:00～12:30(90分)

Ⅰ
大澤
8:45～

12:30

Ⅱ
大澤
8:45～

12:30

60901 直前東大理系数学テストゼミ 8:45～11:45(180分)

60904 東大理系数学腕試しⅢ

　
試験：13:45～16:15(150分)
解説：17:00～20:00(180分)

安永
13:45～

20:00

60902 直前理系数学上級テストゼミ 8:45～11:45(180分)

60903 直前理系数学標準テストゼミ 8:45～11:45(180分)

60907 直前東大文系数学テストゼミ 12:45～15:45(180分)

61902
61903

直前東大英語テストゼミⅠ/Ⅱ

61902Ⅰ2/7(日)
61903Ⅱ2/8(月)
試験：11:45～13:45(120分)
解説：14:00～16:00(120分)

Ⅰ
渡辺

11：45～

16：00

Ⅱ
渡辺

11：45～

16：00

61904
61905

直前東工大英語テストゼミⅠ/Ⅱ

61904Ⅰ1/23(土)
61905Ⅱ1/30(土)
試験：17:45～19:45(90分)
解説：20:00～21:05(95分)

Ⅰ
渡辺

17:45～

21:05

Ⅱ
渡辺

17:45～

21:05

61901 直前入試英語上級テストゼミ 12:30～16:00(210分)

62901 直前物理上級テストゼミ 17:00～20:00(180分)
伊藤

17:00～

20:00

伊藤
17:00～

20:00

伊藤
17:00～

20:00

伊藤
17:00～

20:00

63901 直前化学上級テストゼミ 8:45～11:45(180分)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

川原
8:45～11:45

大澤
8:45～11:45

大澤
8:45～11:45

渡辺
12:30～16:00
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大澤
8:45～11:45

安永
8:45～11:45

高橋
12:45～15:45

Xターム Yターム Zターム

講座名 講師 受講料

直前横浜市大医学部数学実戦テストゼミⅠ 大澤 ¥6,000

直前横浜市大医学部数学実戦テストゼミⅡ 大澤 ¥6,000

直前東大理系数学テストゼミ 大澤 ¥20,160

東大理系数学腕試しⅢ 安永 ¥7,230

直前理系数学上級テストゼミ 大澤 ¥20,160

直前理系数学標準テストゼミ 安永 ¥20,160

直前東大文系数学テストゼミ 高橋 ¥20,160

直前東大英語テストゼミⅠ 渡辺 ¥6,820

直前東大英語テストゼミⅡ 渡辺 ¥6,820

直前東工大英語テストゼミⅠ 渡辺 ¥6,490

直前東工大英語テストゼミⅡ 渡辺 ¥6,490

直前入試英語上級テストゼミ 渡辺 ¥24,240

物理 直前物理上級テストゼミ 伊藤 ¥21,180

化学 直前化学上級テストゼミ 川原 ¥21,180

数学

英語


