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科目 区分 学年 設定 講座名 校舎 担当 曜日 時限 時間

高3 特別選抜 高3英語総合SS(東大京大) 岡本本校 乾 火 17:40～19:40 120分

高3 特別選抜 高3英語総合S(京阪国医) 西宮TK館 石田 土 17:40～19:40 120分

高3 申請 高3英語総合SA(阪大神大) 西宮TK館 石田 土 19:50～21:50 120分

高3 申請 高3関関同立英語(読解)【指定校推薦対応】 西宮本校 原 月 19:00～21:00 120分

高3 申請 高3関関同立英語(文法)【指定校推薦対応】 西宮TK館 石田 土 13:00～14:40 100分

高2 特別選抜 高2英語総合SS 西宮本校 乾 水 16:40～18:20 100分

高2 特別選抜 高2英語総合S 西宮本校 乾 土 19:00～20:40 100分

高2 申請 高2英語総合SA 岡本TK館 原田 水 19:50～21:30 100分

高2 申請 高2英語総合SA(ﾘｽﾀｰﾄ)【私大対応】 西宮TK館 石田 水 19:30～21:10 100分

高1 特別選抜 高1英語総合S 西宮TK館 乾 　月　 19:40～21:20 100分

高1 特別選抜 高1英語総合S(神戸女学院) 西宮本校 原田 木 19:00～20:40 100分

高1 申請 高1英語総合SA 岡本本校 石田 火 20:00～21:40 100分

高1 申請 高1英語総合S/SA(語彙・英文法) 西宮本校 乾 土 17:00～18:40 100分

高3 申請 高3聖心英語 西宮本校 原 水 17:00～18:20 80分

高2 申請 高2聖心ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ英語 西宮本校 原 月 17:35～18:55 80分

高1 申請 高1甲陽英語 夙川甲陽校(2F) 吉田 火 17:35～18:55 80分

高1 申請 高1聖心ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ英語 西宮TK館 石田 水 18:00～19:20 80分

高3 特別選抜 高3現代文論述S 西宮TK館 船口 金 17:30～18:30 60分

高3 特別選抜 高3古文論述S 西宮本校 林崎 金 18:40～20:20 100分

高3 申請 高3センター現代文 西宮TK館 船口 金 18:40～19:40 60分

高3 申請 高3センター古文 西宮本校 林崎 金 20:30～22:10 100分

高2 特別選抜 高2上級現代文 西宮TK館 船口 金 20:20～22:00 100分

高2 申請 高2国語総合 岡本本校 力石 火 20:00～21:40 100分

高1 申請 高1国語総合 岡本本校 力石 火 18:10～19:50 100分

高3 特別選抜 高3日本史論述S(京大二次) 西宮TK館 宮本 月 17:00～18:40 100分

高3 申請 高3センター日本史 西宮TK館 宮本 火 19:20～21:00 100分

高3 申請 高3関関同立日本史【指定校推薦対応】 西宮TK館 宮本 木 17:00～18:40 100分

高2 申請 高2関関同立日本史【指定校推薦対応】 西宮本校 宮本 金 18:00～19:40 100分

高3 申請 高3センター世界史 西宮本校 澤田 金 20:30～22:10 100分

高3 申請 高3センター地理 西宮TK館 高松 木 20:10～21:50 100分

【修正版】2019年度　前期　平常　集団個別指導〔高校〕講座一覧

※変更になる場合があります。
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科目 区分 学年 設定 講座名 校舎 担当 曜日 時限 時間

高3 特別選抜 高3理系数学総合S(東大京大) 岡本本校 表野 月 18:00～19:40 100分

高3 申請 高3理系数学総合SA(阪大神大) 岡本本校 守山 月 20:25～22:05 100分

高3 申請 高3文系数学総合SA(阪大神大) 岡本本校 吉本 水 19:00～20:20 80分

高2 特別選抜 高2理系数学総合S 西宮本校 衣川 火 19:30～21:10 100分

高2 申請 高2理系数学総合SA 夙川甲陽校(2F) 宮脇 土 19:00～20:40 100分

高2 申請 高2文理共通数学総合SA 岡本本校 守山 木 20:25～21:45 80分

高1 特別選抜 高1数学総合S+ 夙川甲陽校(3F) 衣川 水 18:30～20:10 100分

高1 特別選抜 高1数学総合S 夙川甲陽校(2F) 宮脇 水 18:30～20:10 100分

高1 申請 高1数学総合SA 岡本本校 衣川 土 19:10～20:30 80分

高1 申請 高1数学総合SA(ﾘｽﾀｰﾄ) 岡本本校 宮脇 木 20:25～21:45 80分

高2 申請 高2南女ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ数学 岡本TK館 森本 水 20:25～21:45 80分

高2 申請 高2聖心数学 西宮本校 勝本 火 18:00～19:20 80分

高1 申請 高1甲陽数学 夙川甲陽校(3F) 岡本 月 19:00～20:20 80分

高1 申請 高1聖心数学 西宮本校 守山 土 13:20～14:40 80分

高3 特別選抜 高3物理総合S(東大京大) 岡本本校 清水 水 19:00～20:20 80分

高3 特別選抜 高3化学総合S(東大京大) 岡本本校 守山 水 17:35～18:55 80分

高3 申請 高3物理総合SA(阪大神大) 岡本本校 清水 水 20:25～21:45 80分

高3 申請 高3化学総合SA(阪大神大) 岡本本校 守山 水 19:00～20:20 80分

高2 特別選抜 高2物理総合S 岡本本校 清水 月 19:00～20:20 80分

高2 申請 高2物理総合SA 岡本本校 清水 月 20:25～21:45 80分

高2 特別選抜 高2化学総合S 岡本本校 守山 月 17:35～18:55 80分

高2 申請 高2化学総合SA 岡本本校 守山 月 19:00～20:20 80分

高1 特別選抜 高1物理化学総合S 夙川甲陽校(3F) 守山 火 19:00～20:20 80分

高1 申請 高1化学総合SA 岡本本校 守山 木 19:00～20:20 80分
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