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講座名 ターム 講師 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

コード ターム 講師

10900 映像 安永

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

月夜 小林/Paul 11010 月夜 小林/Paul

金夜 小林/Clarke 11050 金夜 小林/Clarke

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

中2数学 日夜 安永 20090 日夜 安永

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

木夜 伴 20040 木夜 伴

土夜 寺澤 20070 土夜 寺澤

コード ターム 講師

20900 映像 伴

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

水夜 里岡/Paul 21030 水夜 里岡/Paul

金夜 Clarke/小林 21050 金夜 Clarke/小林

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

金夜 伴 30050 金夜 伴

日夜 栗塚 30090 日夜 栗塚

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

金夜 寺澤 30150 金夜 寺澤

日夜 小田 30190 日夜 小田

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

水夜 Paul/里岡 31030 水夜 Paul/里岡

木夜 小林/Andre 31040 木夜 小林/Andre

中3数学D

17:30～20:30 12/2・9・16・23

11/29・12/6・13・20

中3数学C

講座名 時間 日程

最大最小と不等式C
17:30～20:30 12/4・11・18・25

17:00～20:00

17:30～20:30 12/3・10・17・24

11/29・12/6・13・20

中3英語多読

講座名 時間 日程(4日間)

中3英語多読

講座名 時間 日程(4日間)

最大最小と不等式D
17:30～20:30 12/4・11・18・25

17:00～20:00

中2数学

中2数学入会講座　平方完成と2次関数 映像（180分×4日間）11月末配信

12/4・11・18・25
中2英語多読

講座名 時間 日程(4日間)

中2英語多読
17:30～20:30 12/2・9・16・23

17:30～20:30

中2数学新規入会希望者のための講座です。

「共円条件とその応用B/C」とセットで受講してください。

日程(4日間)

共円条件とその応用B
17:30～20:30 12/3・10・17・24

17:45～20:45 ※11/28・12/5・12・19

講座名 時間

講座名 時間 日程(4日間)

共円条件とその応用C 17:00～20:00 11/29・12/6・13・20

11/29・12/6・13・20

中1英語多読

講座名 時間 日程(4日間)

中1英語多読
17:30～20:30 11/30・12/7・14・21

17:30～20:30 12/4・11・18・25

中1数学新規生専用講習

中1数学新規入会希望者のための講座です。「相似」とセットで受講してください。

英

語

数

学

英

語

日程・配信予定

映像（180分×4日間）11月末配信

中2数学新規生専用講習

講座名 日程・配信予定

　　　　※寺澤先生クラスは11/28(土)から授業をスタートします。

講座名

1次関数

※冬期講習「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。                  

2020年度　エデュカ　冬期講習(中1-中3)　開講講座日程表

【11/29(日)～12/26(土)】

数

学

英

語

数

学

講座名 時間 日程(4日間)

中1数学 相似

17:30～20:30 12/3・10・17・24

17:45～20:45 12/5・12・19・26

13:00～16:00

　　　2学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。

学年 教科 コード 講座名 ターム 講師 受講料

10040 相似 木曜17:30-20:30 有川 ¥19,140

10070 相似 土夜17:45-20:45 加藤 ¥19,140

10080 相似 日昼13:00-16:00 安永 ¥19,140

10900 １次関数 映像（180分×4日間）11月末配信 安永 ¥19,140

11010 中1英語多読 月曜17:30-20:30 小林/Paul ¥25,760

11050 中1英語多読 金曜17:30-20:30 小林/Clarke ¥25,760

20040 共円条件とその応用B 木曜17:30-20:30 伴 ¥19,140

20070 共円条件とその応用B 土夜17:45-20:45(11/28(土)-12/19(土)) 寺澤 ¥19,140

20090 共円条件とその応用C 日夜17:00-20:00 安永 ¥19,140

20900 中2数学入会講座 　平方完成と2次関数 映像（180分×4日間）11月末配信 伴 ¥19,140

21030 中2英語多読 水曜17:30-20:30 里岡/Paul ¥25,760

21050 中2英語多読 金曜17:30-20:30 Clarke/小林 ¥25,760

30050 最大最小と不等式D 金曜17:30-20:30 伴 ¥19,140

30090 最大最小と不等式D 日夜17:00-20:00 栗塚 ¥19,140

30150 最大最小と不等式C 金曜17:30-20:30 寺澤 ¥19,140

30190 最大最小と不等式C 日夜17:00-20:00 小田 ¥19,140

31030 中3英語多読 水曜17:30-20:30 Paul/里岡 ¥25,760

31040 中3英語多読 木曜17:30-20:30 小林/Andre ¥25,760

数学

数学

英語

英語

英語

中1

中2

中3

数学

２０２０年度　エデュカ　冬期講習(高１)開講講座日程表は裏面に記載しています。
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講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

水夜 井上 40030 水夜 井上

土夜 栗塚 40070 土夜 栗塚

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

水夜 寺町 40130 水夜 寺町

土夜 安達 40170 土夜 安達

★特別講習 コード ターム 講師

40900 映像 井上

講座名 ターム 講師 コード ターム 講師

★特別講習 コード ターム 講師

40901 変則日程 栗塚

講座名 ターム 講師 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

日程(4日間)

未習の方で高1数学Rコース新規入会希望の方は必ず受講して下さい。

11/29・12/6・13・20

時間 日程(5日間)

17:30～20:30 12/15・16・17・18・21

講座名 時間

40280 多項式と因数定理R 日昼 栗塚 13:00～16:00

講座名

高1英語多読 高1英語多読
17:30～20:30 11/30・12/7・14・21

17:30～20:30 12/3・10・17・24

高1数学E

講座名 時間 日程(4日間)

積分入門E
17:30～20:30 12/2・9・16・23

17:45～20:45 12/5・12・19・26

高1数学D
17:45～20:45

未習の方で高1数学DEコース新規入会希望の方は必ず受講してください。

高1数学R

日程(4日間)

日昼 栗塚

講座名 時間

時間 日程(4日間)

積分入門D
17:30～20:30 12/2・9・16・23

12/5・12・19・26

2020年度　エデュカ　冬期講習(高1)　開講講座日程表

【11/29(日)～12/26(土)】

英

語

高1数学Rコース入会希望の方は「多項式と因数定理R」も受講してください。

数

学

高1数学DEコース入会希望の方は「積分入門D/E」も受講してください。

未習部分を補う講座です。

映像授業

未習部分を補う講座です。

対面授業

講座名 日程・配信予定

平面ベクトル 映像（180分×4日間）11月末配信

数列

講座名

学年 教科 コード 講座名 ターム 講師 受講料

40030 積分入門E 水曜17:30-20:30 井上 ¥19,140

40070 積分入門E 土夜17:45-20:45 栗塚 ¥19,140

40130 積分入門D 水曜17:30-20:30 寺町 ¥19,140

40170 積分入門D 土夜17:45-20:45 安達 ¥19,140

40280 多項式と因数定理R 日昼13:00-16:00 栗塚 ¥19,140

40900 平面ベクトル 映像（180分×4日間）11月末配信 井上 ¥19,140

40901 数列 12/15(火)～18(金)・21(月)17:30-20:30 栗塚 ¥23,940

41010 高1英語多読 月曜17:30-20:30 Paul/小林 ¥25,760

41040 高1英語多読 木曜17:30-20:30 Andre/小林 ¥25,760

数学

英語

高1

　　　2学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。

２０２０年度　エデュカ　冬期講習(中１-中３)開講講座日程表は裏面に記載しています。


