
夏期講習２０２１ 日程  
 （※ の講座は、並行して実施中の当校高卒生用の通常講義ですが、講習申込者で出席可能な方は無料で受講可。） 

◎ の講座は、日程の都合で出席できない場合、別日への移行・個別の再講義が可能ですので、お気軽に御相談下さい。 

 

７月 

時間帯＼日（曜日） ２２（木） ２３（金） 

１０：３０～１２：００ 
共通テスト 化学 （◎） 

１３：００～１４：３０ 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 生物 （◎） 共通テスト 日本史 （※） 

１６：３０～１８：００ 二次英語長文 標準 共通テスト 日本史 （※） 

 

７月                         ８月 

時間帯＼日（曜日） ２４（土） ２５（日） ３１（土） １（日） 

 ９：００～１０：３０  共通テスト 物理（※）   

１０：４５～１２：１５ 共テ 日本史／物理 （※） 二次物理 （※） 数学ⅠA・ⅡB 上級 （※） 

１３：００～１４：３０ 共テ日本史／二次物理（※） 共通テスト 世界史 （※） 理系数学 上級 （※） 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 世界史 共通テスト 世界史 （※） 数学ⅠA・ⅡB 上級 （※） 共通テスト 英語 Ｌ 

１６：３０～１８：００ 共通テスト 世界史 共通テスト 世界史 理系数学 上級 （※）  

 

８月 

時間帯＼日（曜日） ２（月） ３（火） ４（水） ５（木） 

１０：３０～１２：００ 化学基礎 （◎） 共通テスト 日本史 （※） 化学基礎 （◎） 

１３：００～１４：３０ 共通テスト 生物 （◎） 共通テスト 日本史 （※） 共通テスト生物 （◎） 二次数学ⅠＡ・ⅡＢ 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 日本史 予  備 理系二次生物 （◎） 中級 理系数学 

１６：３０～１８：００ 共通テスト 日本史 二次英語長文 標準 

 

時間帯＼日（曜日） ７（土） ８（日） ９（月） 

９：１０～１０：４０  共通テスト 数学ⅠＡ 二次数学ⅠＡ・ⅡＢ 

１０：５０～１２：２０ 共通テスト 化学 （◎） 共通テスト 数学ⅡＢ 中級 理系数学 

１３：００～１４：３０ 共通テスト 数学ⅠＡ 難関大 理系数学 
基礎から詳解 有機化学 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 数学ⅡＢ 共通テスト 物理 

１６：３０～１８：００ 難関大 理系数学 理系二次物理 共通テスト 英語 Ｒ 

 

時間帯＼日（曜日） １０（火） １１（水） １２（木） １３（金） 

９：１０～１０：４０ 生物基礎 二次数学ⅠＡ・ⅡＢ 
理系二次化学 

二次数学ⅠＡ・ⅡＢ 

１０：５０～１２：２０ 地学基礎 中級 理系数学 中級 理系数学 

１３：００～１４：３０ 基礎から詳解 有機化学 二次数学ⅠＡ・ⅡＢ 
理系二次化学 

１４：４５～１６：１５  理系二次化学 中級 理系数学 

１６：３０～１８：００ 共通テスト 英語 Ｒ 

 



 

時間帯＼日（曜日） １４（土） １５（日） １６（月） 

９：１０～１０：４０ 生物基礎 共通テスト 物理 地学基礎 

１０：５０～１２：２０ 共通テスト 数学ⅠＡ 理系二次物理 共通テスト 数学ⅠＡ 

１３：００～１４：３０ 共通テスト 数学ⅡＢ 共通テスト 数学ⅠＡ 共通テスト 数学ⅡＢ 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 物理 共通テスト 数学ⅡＢ 
難関大 理系数学 

１６：３０～１８：００ 理系二次物理 難関大 理系数学 

 

時間帯＼日（曜日） １７（火） １８（水） １９（木） 

１３：００～１４：３０ 理系二次生物 （◎） 共通テスト 生物 （◎） 共通テスト 英語 Ｌ 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 英語 Ｌ 理系二次生物 （◎） 共通テスト 現代文 

１６：３０～１８：００ 二次英語長文 最高難度 共通テスト 古・漢文 

 

時間帯＼日（曜日） ２０（金） ２１（土） ２２（日） 

 ９：１０～１０：４０ 共通テスト 生物 （◎）  共通テスト 現代文 

１０：５０～１２：２０ 理系二次生物 （◎） 
共通テスト 古・漢文 

１３：００～１４：３０ 
共通テスト 現代文 

理系二次生物 （◎） 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 現代文 二次英語長文 標準 

１６：３０～１８：００ 共通テスト 古・漢文 共通テスト 古・漢文 二次英語長文 最高難度 

 

時間帯＼日（曜日） ２３（月） ２４（火） 

１３：００～１４：３０ 共通テスト 英語 Ｌ 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 物理 共通テスト 日本史 

１６：３０～１８：００ 理系二次物理 共通テスト 日本史 

 

時間帯＼日（曜日） ２５（水） ２６（木） 

１０：４５～１２：１５ 共通テスト 日本史 （※）  

１３：００～１４：３０ 共通テスト 日本史 （※） 

１４：４５～１６：１５ 予  備 

１６：３０～１８：００ 共通テスト 地理 ／ 日本史 共通テスト 地理 ／ 世界史 

１８：１５～１９：４５ 共通テスト 地理 共通テスト 地理 ／ 世界史 

 

時間帯＼日（曜日） ２７（金） ２８（土） 

９：１０～１０：４０ 共通テスト 世界史 （※） 生物基礎 

１０：５０～１２：２０ 共通テスト 世界史 （※） 地学基礎 

１３：００～１４：３０ 予  備 共通テスト 物理 

１４：４５～１６：１５ 共通テスト 地理 理系二次物理 

１６：３０～１８：００ 二次英語長文 最高難度 

 


