
59601

校舎案内

大阪校

70120-070-471

大阪校医進館

70120-070-362

上本町校

70120-070-953

天王寺校

70120-070-014

京都校

70120-070-475

神戸三宮校

70120-070-526

豊中教室＊

70120-190-463

高槻教室＊

70120-190-461

堺東教室＊

70120-190-466

岸和田教室＊

70120-190-468

甲子園教室＊

70120-190-476

三田教室＊

70120-190-477

西大寺教室＊

70120-190-485

八木教室＊

70120-190-486
※（学）河合塾主催。ただし、＊は
　（株）河合塾進学研究社主催の校舎です。

受付時間

［ 大阪校・大阪校医進館・上本町校・天王寺校・京都校・神戸三宮校 ］

［各教室 ］

C o n t e n t s

2019年度 春期講習・高校グリーンコース

新高1・2・3対象 体験授業・イベント
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33

35

36

37

38

11：30～19：30

15：00～19：30

体験～入塾までの流れ

講座説明

新高1生 講座一覧

新高2生 講座一覧

新高3生 講座一覧

校舎別 体験授業時間割＆オリジナルイベント

新高１生対象 ご進学お祝いキャンペーン

新高３生対象 二次試験対策イベント

新高２・３生対象 センター試験対策イベント・自習室利用

東大・京大・医学部入試分析会

保護者講演会・特別講演会

入塾説明会＆個別相談会

答えは3ページに



受けたい講座が
決まっている
というキミは

受けたい講座が
決まっていない、
まずは授業を受けて
みて決めたい
というキミは

授業のレベル、雰囲気、進め方を確認してキミにあう講座を選びましょう！
※高校グリーンコースと対応した講座を設置しております。設置講座の一覧、カリキュ
ラム内容は5～10ページをご確認ください。

体験授業・イベント～入塾までの流れ 体験授業について

？

！

春期講習｜短期集中学習で、新学年に向けて学力アップ！

いよいよ
授業が
スタート！

受付付近の掲示板を確認し、指定教室に入室してください。

チューター（進学アドバイザー）が、
授業の選び方のご案内や入試情報を提供いたします。

実際に問題に取り組み、解説などを聞いて河合塾の授業の様子を
体験してください（教材は当日お渡しします）。

授業後、講師・チューターに疑問があったらどんどん質問してください。

希望者には教室や設備をご案内いたします。
ご自由に見学してください（ただし、自習室内は静かに見学してください）。

●当日の流れ

●内容

●講座レベル

〈春期講習・高校グリーンコース〉

体験授業〈２月・３月〉

大学別イベントや保護者講演会に参加！

〈高校グリーンコース〉

体験授業〈4月〉

高校グリーンコース〈４月15日（月）Ⅰ期 開講〉

受けたい講座が
決まったキミは

まだ悩んでいる
キミは

新高1生は特別価格

1講座500円

［春期特別講習］

高校入学準備セミナーで学習法を学ぼう！

新高1・2生は基礎の定着と苦手の克服を目標に、春期講習から新学年の勉強をスタートしましょう！
新高3生は本格的な受験勉強のスタートとして、大学別の対策に取り組みましょう！

新高1生
限定

志望・目標大学 目的レベル

発展

標準

基礎

河合塾

4ターム

5ターム

6ターム

3/25（月）

3/28（木）

4/  1（月）

～3/26（火）

～3/29（金）

～4/  4（木）

1ターム

2ターム

3ターム

3/13（水）

3/17（日）

3/21（木・祝）

～3/16（土）

～3/20（水）

～3/24（日）

国公立大学・私立大学 基礎知識の理解と、それに基づき考察する力、問題を解く力を伸ばす

阪大・神大などの難関国公立大学・最難関私立大学 知識を活用するための応用力、思考力・判断力・表現力を伸ばす

東大・京大・医学部医学科など最難関大学 高度な学力（論理的思考力・課題解決力・論述力等）を伸ばす

（新高１生・新高２生・新高３生 共通）

春期講習・高校グリーンコースの詳細はWebでチェック ▶
※高校グリーンコースは受講のための認定（受講資格）が必要な講座がございます。詳細は河合塾ホームページでご確認ください。

＋ ＋授業の選び方のご案内や、
入試情報の提供をいたします。

認定テスト（新高1生のみ）
テストを受けて、基準を満たしている場合、高校
グリーンコースの受講のための認定（受講資格）
を取得できます。※詳細は7ページをご確認ください。

体験授業・イベント・講演会にご参加いただいた方は、
入塾金30,000円のうち15,000円が免除になります。
※特典の適用には、体験授業・イベント・講演会で配付する所定用紙への必要事項のご記入が必要です。

特典

90分 60分

10分 80分スタッフによる
ガイダンス 講師による

授業

○校舎最寄り駅および電話番号は、各校舎ページ（11～30ページ）をご確認ください。
○大阪校実施イベントは、医学部志望者向けは大阪校医進館に、その他は大阪校にお申し込み・お問い合わせください。
※河合塾ホームページに記載の『「個人情報の保護に関する事項」について』にご同意いただいたうえで、お申し込みください。
※本パンフレットに記載の担当講師は都合により変更になる場合があります。
※体験授業・イベント・講演会は定員になり次第、受付を締め切ります。

1/16（水）申込受付開始

申込方法

参加を希望する
校舎窓口

参加を希望する校舎へ
お電話 インターネット

参加無料

河合塾 イベント

※一部有料講座があります。
　　　    マークが目印です。有料

テスト
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講 師 サポート カリキュラム

詳細は次ページへ

満足度92.3％の講師陣！ 志望大学合格を実現
講師は豊富な知識と高い指導スキルを持った

受験指導のプロ。

河合塾 ズバリ的中

テキスト

講師の説明は本当にわかり
やすく、また、授業後に質問をす
ると、完全に理解するまで丁寧に
教えてくれました。そのおかげで、
知識の定着も早く、応用力が身に
つきました。

奈良県立医科大学 医学部医学科

大村 侑也さん
（清風南海高校出身・サッカー部）

テキストの内容がとても良
かったです。入試の際に、テキ
スト内に出てきた熟語が問題と
して出てきて驚きました。

大阪市立大学 経済学部

相川 和佳奈さん
（親和女子高校出身・コーラス部）

チューターはみんな優しく、
気軽に悩んでいることを話
せるアットホームな雰囲気で、自然
と河合塾に足が向かいました。
温かく見守っていただきありがとう
ございました。

京都大学 薬学部

大谷 鈴華さん
（洛北高校出身）

通常授業では、各分野の深い部分
まで教えてもらい、講習では問題
演習をたくさんこなすことができ
ました。とても効率の良いカリ
キュラムだったと思います。

関西大学 法学部

寺尾 優花さん
（夕陽丘高校出身・ダンス部）

大学入試の本番問題を
「ズバリ！的中」させる
徹底して分析したテキスト！

生徒をあらゆる
側面からサポートする
チューター

河合塾は、皆さんの行きたい大学に現役　　合格できるツールをご用意しています。
どう違うのか、まずは体験　　授業で体感してください。

表紙の
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レベル講座 セレクト講座

学力や目標・志望大学に応じた講座を選択。

基礎となるレベル講座の軸足を置いて予習・復習の習慣を身につけることで、

入試の土台の学力を養います。

学習の目的にあわせて、講座を選択。

時間や場所を選ばない、パソコンやタブレットを使った学習で

自分に最適な学習プランを組むことができます。

※講座によって対象学年が異なります。

※貸出機材には限りがございますので、事前にご予約ください。
※体験いただける講座は、時期により異なります。

etc...

▼春期講習 ▼高校グリーンコース

河合塾または

2月7日
OPEN
予定

学習の目的にあわせて、講座を選択。学力や目標・志望大学に応じた講座を選択。

校舎で実際に
触ってみよう！

中間・期末テスト対策 英語資格・検定試験対策 大学別対策共通テスト対策
（※高2生のみ）

対面 映像 eラーニング

春期講習・高校グリーンコースの詳細はWebでチェック！

セレクト講座の「映像授業」「eラーニング講座」ならびにレベル講座の
予習・復習でタブレットを使用する講座については、校舎で実際にタブ
レットを触っていただき、どんな講座か体験いただけます。
お気軽に校舎にお越しください。

レベル講座では、授業の予習・復習等でタブレットを使用します。（一部対象外あり）
上本町校・天王寺校・京都校・岸和田教室では、

新高1・2生の体験授業終了後、タブレット体験会を実施します。

セレクト講座・タブレット 体験 要予約

体験授業後にタブレット体験会を実施します。
予約不要

河合塾の連動型カリキュラム レベル講座×セレクト講座

新高3生 対象講座

新高1生・新高2生 対象講座
基本知識の理解と、それに基づ
き考察し問題を解く力を伸ばす

東大・京大・
国公立大医学部

阪大・神大

高校別

個別指導

難関国公立大
難関私立大

知識を活用するための思考力・
判断力・表現力を伸ばす

論理的思考力・論述力などの
高度な学力を伸ばす

高校別講座

個別指導講座

トップ・ハイレベル講座

スタンダード講座

ONE WEX講座
医進講座

志
望
大
学

基礎知識の確認・定着を図り、
さらに豊富な演習量で入試問
題への対応力を高める

難 関 大 入 試 突 破に必 要な、
知識を活用するための思考
力・判断力・表現力を伸ばす

東大・京大・医学部入試で求め
られる、論理的思考力・論述
力などの高度な学力を伸ばす

東大・京大・
国公立大医学部

得点力アップ

志
望
大
学

阪大・神大

難関国公立大
難関私立大

入試頻出講座

センター試験対策講座

トップレベル講座

スタンダード講座

大学別講座

ハイレベル講座

ONE WEX講座
医進講座
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新高2生対象 体験授業・イベント 早見表
同名講座の場合、設置校舎・日程が異なっていても、同じ内容で実施いたします。

教科 体験授業講座名
／イベント名

講座レベル 実施校舎 対応講座名

基礎 標準 発展

大
阪
校

大
阪
校
医
進
館

上
本
町
校

天
王
寺
校

京
都
校

神
戸
三
宮
校

豊
中
教
室

高
槻
教
室

堺
東
教
室

岸
和
田
教
室

甲
子
園
教
室

三
田
教
室

西
大
寺
教
室

八
木
教
室

春期講習
 ※校舎により設置のない

講座もございます。
高校グリーンコース

英語

ONE WEX英語 ● ● ● ● ● ● ONE WEX英語 ONE WEX英語

医進英語 ● 医進英語 医進英語plus

トップ・ハイレベル英語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● トップ・ハイレベル英語 トップ・ハイレベル英語★

スタンダード英語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● スタンダード英語 スタンダード英語★

数学

ONE WEX数学
（インテンシブ）※1 ● ● ● ●

ONE WEX数学
（インテンシブ）

ONE WEX数学
（インテンシブ）

ONE WEX数学 ● ● ● ● ● ● ONE WEX数学 ONE WEX数学

医進数学 ● 医進数学 医進数学plus

トップ・ハイレベル数学
（中高一貫速習）※1 ● ● ● ● ●

トップ・ハイレベル数学
（中高一貫）

トップ・ハイレベル数学
（中高一貫速習）★

トップ・ハイレベル数学 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● トップ・ハイレベル数学 トップ・ハイレベル数学★

スタンダード数学 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● スタンダード数学 スタンダード数学★

岸和田高校数学 ● − 岸和田高校数学

北摂三田高校数学 ● − 北摂三田高校数学

国語

ONE WEX国語 ● − ONE WEX国語

トップ・ハイレベル国語 ● ● ● ● ● トップ・ハイレベル国語 トップ・ハイレベル国語

理科

トップ・ハイレベル物理※2 ● ● トップ・ハイレベル物理 トップ・ハイレベル物理

トップ・ハイレベル化学※2 ● ● ● トップ・ハイレベル化学 トップ・ハイレベル化学

［春期特別講習］
高校入学準備セミナー

発展 ● ● ● ● ONE WEX講座 ONE WEX講座

標準～応用 ● ● ●
トップ・ハイレベル講座
スタンダード講座

トップ・ハイレベル講座
スタンダード講座

教科 体験授業講座名
／イベント名

講座レベル 実施校舎 対応講座

基礎 標準 発展

大
阪
校

大
阪
校
医
進
館

上
本
町
校

天
王
寺
校

京
都
校

神
戸
三
宮
校

豊
中
教
室

高
槻
教
室

堺
東
教
室

岸
和
田
教
室

甲
子
園
教
室

三
田
教
室

西
大
寺
教
室

八
木
教
室

春期講習
 ※校舎により設置のない

講座もございます。
高校グリーンコース

英語

ONE WEX英語 ● ● ● ● ● ● ● ONE WEX英語 ONE WEX英語

医進英語 ● 医進英語 医進英語plus

トップ・ハイレベル英語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● トップ・ハイレベル英語 トップ・ハイレベル英語★

スタンダード英語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● スタンダード英語 スタンダード英語★

数学

ONE WEX理系数学
（インテンシブ）※1 ● ● ● ●

ONE WEX理系数学
（インテンシブ）

ONE WEX理系数学
（インテンシブ）

ONE WEX数学 ● ● ● ● ● ● ONE WEX数学 ONE WEX数学

医進数学 ● 医進数学 医進数学plus

トップ・ハイレベル理系数学
（中高一貫速習）※1 ● ● ● ● ●

トップ・ハイレベル数学
（中高一貫）

トップ・ハイレベル理系数学
（中高一貫速習）

トップ・ハイレベル数学 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● トップ・ハイレベル数学 トップ・ハイレベル数学★

スタンダード数学 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● スタンダード数学 スタンダード数学★

岸和田高校理系数学 ● − 岸和田高校理系数学

北摂三田高校数学 ● − 北摂三田高校数学

奈良高校理系数学 ● − 奈良高校理系数学

国語

トップ・ハイレベル現代文 ● ● ● トップ・ハイレベル国語 トップ・ハイレベル現代文

トップ・ハイレベル古典 ● ● トップ・ハイレベル国語 トップ・ハイレベル古典

スタンダード国語 ● ● スタンダード国語 スタンダード国語

スタンダード現代文 ● スタンダード国語 スタンダード現代文

スタンダード古文 ● ● ● スタンダード国語 スタンダード古文

理科

ONE WEX物理 ● ONE WEX物理 ONE WEX物理

ONE WEX化学 ● ONE WEX化学 ONE WEX化学

トップ・ハイレベル物理※2 ● ● トップ・ハイレベル物理 トップ・ハイレベル物理

トップ・ハイレベル化学※2 ● ● ● トップ・ハイレベル化学 トップ・ハイレベル化学

大西エキスパート化学塾 ●
 特別講座
大西エキスパート化学塾

新高1生対象 体験授業・イベント 早見表
同名講座の場合、設置校舎・日程が異なっていても、同じ内容で実施いたします。

●Webから
　ご確認ください。

●河合塾各校舎まで
　お電話にてお問い合わせください。

高校グリーンコース　認定確認

一部体験授業では、授業後10分間の休憩をはさみ、
認定テストを実施します。

テスト

●同名講座でも、設置会場や設置時期により認定テストの有無が異なります。
●すでに認定をお持ちの場合は認定テストを受けていただく必要はありません。
●認定テストは授業と異なる教科を受けていただくこともできます。
●テスト結果発表日、結果確認方法については、認定テスト当日にご案内いたします。
●日程があわない場合は個別に受験いただけます。入塾希望校舎へお問い合わせください。

認定テストについて認定の確認方法

認
定 受講には「認定（受講資格）」が必要な講座があります。

★予習復習などでデジタル端末を使用します。

※1 主に学習進度の速い中高一貫校生の方が
　　対象です。
※2 新高1・2生合同授業です。 春期講習・高校グリーンコースの詳細はWebでチェック▶

上記以外にも多数の講座をご用意しております。
河合塾

★予習復習などでデジタル端末を使用します。

※1 主に学習進度の速い中高一貫校生の方が
　　対象です。
※2 新高1・2生合同授業です。 春期講習・高校グリーンコースの詳細はWebでチェック▶

上記以外にも多数の講座をご用意しております。
河合塾
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新高3生対象 体験授業・イベント 早見表
同名講座の場合、設置校舎・日程が異なっていても、同じ内容で実施いたします。

教科 体験授業講座名
／イベント名

講座レベル 実施校舎 対応講座

基礎 標準 発展

大
阪
校

大
阪
校
医
進
館

上
本
町
校

天
王
寺
校

京
都
校

神
戸
三
宮
校

豊
中
教
室

高
槻
教
室

堺
東
教
室

岸
和
田
教
室

甲
子
園
教
室

三
田
教
室

西
大
寺
教
室

八
木
教
室

春期講習
 ※校舎により設置のない

講座もございます。
高校グリーンコース

英語

ONE WEX英語 ● ● ● ● ●
東大英語
京大英語
医進英語

ONE WEX東大英語
ONE WEX京大英語
ONE WEX医進英語

ONE WEX京大英語 ● ● 京大英語 ONE WEX京大英語

ONE WEX医進英語 ● 医進英語 ONE WEX医進英語

医進英語 ● 医進英語 医進英語

阪大医進英語 ● 医進英語 阪大医進英語

トップレベル国公立大英語 ● ● ● ● ●
トップ・ハイレベル総合英語
トップ・ハイレベル英作文

トップレベル国公立大英語

阪大英語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 阪大英語 阪大英語

神大英語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 神大英語 神大英語

国公立大英語 ● ● ● ● ● ● ●
阪大英語
神大英語
総合英語

阪大英語
神大英語
ハイレベル国公立大英語

ハイレベル国公立大英語 ● ● ● ●
ハイレベル英文法・語法
総合英語

ハイレベル国公立大英語

関関同立大英語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 関関同立大英語 関関同立大英語

スタンダード国公立大英語 ● ● ● 基礎英語 スタンダード国公立大英語

入試頻出英文法・語法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 英文法・語法 入試頻出英文法・語法

数学

ONE WEX理系数学 ● ● ● ●
東大理類数学
京大理系数学
トップレベル医進数学

ONE WEX東大理類数学
ONE WEX京大理系数学
ONE WEX医進数学

ONE WEX文系数学 ● ● ●
東大文類数学
京大文系数学

ONE WEX東大文類数学
ONE WEX京大文系数学

ONE WEX京大理系数学 ● ● 京大理系数学 ONE WEX京大理系数学

ONE WEX京大文系数学 ● ● 京大文系数学 ONE WEX京大文系数学

ONE WEX医進数学 ● トップレベル医進数学 ONE WEX医進数学

医進数学 ● トップレベル医進数学 医進数学

阪大医進数学 ● トップレベル医進数学 阪大医進数学

トップレベル理系数学 ● ● ● ● 理系数学演習[発展] トップレベル理系数学

トップレベル文系数学 ● ● 数学ⅠAⅡB演習[発展] トップレベル文系数学

阪大理系数学 ● ● ● ● ● ● ● 阪大理系数学 阪大理系数学

阪大数学ⅠAⅡB ● ● ● ● ● 阪大数学ⅠAⅡB 阪大数学ⅠAⅡB

神大理系数学 ● ● ● ● ● ● ● 神大数学 神大理系数学

神大数学ⅠAⅡB ● ● ● ● ● 神大数学 神大数学ⅠAⅡB

国公立大理系数学 ● ● ● ● ●
阪大理系数学
神大数学
数学Ⅲ演習

阪大理系数学
神大理系数学
ハイレベル理系数学
ハイレベル理系数学Ⅲ

国公立大文系数学 ● ● ● ● ●
阪大数学ⅠAⅡB
神大数学
数学ⅠAⅡB演習

阪大数学ⅠAⅡB
神大数学ⅠAⅡB
ハイレベル数学ⅠAⅡB

ハイレベル理系数学 ● 数学演習 ハイレベル理系数学

ハイレベル理系数学Ⅲ ● ● ● ● 数学Ⅲ演習 ハイレベル理系数学Ⅲ

ハイレベル数学ⅠAⅡB ● ● ● ● ● ● ● 数学ⅠAⅡB演習 ハイレベル数学ⅠAⅡB

教科 体験授業講座名
／イベント名

講座レベル 実施校舎 対応講座

基礎 標準 発展       

大
阪
校

大
阪
校
医
進
館

上
本
町
校

天
王
寺
校

京
都
校

神
戸
三
宮
校

豊
中
教
室

高
槻
教
室

堺
東
教
室

岸
和
田
教
室

甲
子
園
教
室

三
田
教
室

西
大
寺
教
室

八
木
教
室

春期講習
 ※校舎により設置のない

講座もございます。
高校グリーンコース

数学
スタンダード理系数学Ⅲ ● ● 数学Ⅲ演習［基礎］ スタンダード理系数学Ⅲ

スタンダード数学 ● ● ● ● 数学ⅠAⅡ演習［基礎］ スタンダード数学

国語

ONE WEX国語 ● ● トップ・ハイレベル国語
ONE WEX東大国語
ONE WEX京大国語

国公立大現代文（論述対策） ● ● ● ● ● ● ● ● 国公立大現代文 国公立現代文（論述対策）

国公立大古典（論述対策） ● ● ● ● ● ● ハイレベル古典 国公立古典（論述対策）

関関同立大現代文 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
国語総合
現代文

関関同立大現代文

関関同立大古文 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
国語総合
古文
古典文法

関関同立大古文

センター試験対策国語 ● センター試験対策国語 センター試験対策国語

現代文 ● 現代文 現代文

古典 ● 古文 古典

理科

ONE WEX物理 ● ONE WEX 物理 ONE WEX物理

ONE WEX化学 ● ONE WEX 化学 ONE WEX化学

トップレベル物理 ● ● ● 物理[発展] トップレベル物理

トップレベル化学 ● ● ● ● 化学[発展] トップレベル化学

物理 ● ● ● 物理 物理

化学 ● ● ● 化学 化学

生物 ● 生物 生物

地歴
・

公民

関関同立大日本史 ● ● 総合日本史 関関同立大日本史

関関同立大世界史 ● 総合世界史 関関同立大世界史

総合日本史 ● 総合日本史 総合日本史

総合世界史 ● ● 総合世界史 総合世界史

東大入試本番
チャレンジ＆レクチャー

●

多数の講座に対応しております。
詳細は校舎にお問い合わせください。

京大入試本番
チャレンジ＆レクチャー

● ● ● ● ● ●

阪大入試本番
チャレンジ＆レクチャー

● ● ● ● ●

神大入試本番
チャレンジ＆レクチャー

● ●

センター試験対策春の陣 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ハイパー講座 ●
 特別講座
ハイパー大竹理系数学・ハイパー別宮物理・
ハイパー大西化学

春期講習・高校グリーンコースの詳細はWebでチェック▶
上記以外にも多数の講座をご用意しております。

河合塾

＊京都校の神大理系数学・神大数学ⅠAⅡBの体験授業は文理共通で実施します。
※チャレンジのみ実施します。

＊

＊

※
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大阪校
各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月

ONE WEX英語 テスト 3/19（火） 18：00～19：30 中村（素）

ONE WEX数学（インテンシブ） 3/19（火） 19：50～21：20 涌谷

トップ・ハイレベル数学（中高一貫速習） 3/25（月） 18：30～20：00 木村

トップ・ハイレベル英語 3/26（火） 18：00～19：30 清水

トップ・ハイレベル数学 3/26（火） 19：50～21：20 進藤

4月

ONE WEX国語【現代文】 4/5（金） 18：00～19：30 畑中

ONE WEX国語【古文】 4/6（土） 15：00～16：30 阪上

ONE WEX数学 4/8（月） 19：50～21：20 寺尾

トップ・ハイレベル物理※ 4/6（土） 18：00～19：30 植田

トップ・ハイレベル化学※ 4/7（日） 13：20～14：50 西

トップ・ハイレベル国語【現代文】 4/7（日） 18：00～19：30 北野

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX数学（インテンシブ） 3/11（月） 18：00～19：30 山本（敏）

ONE WEX英語 3/14（木） 18：00～19：30 中尾

ONE WEX数学 3/14（木） 19：50～21：20 寺尾

ONE WEX物理※2 3/15（金） 19：50～21：20 瀧澤

ONE WEX化学※2 3/16（土） 18：00～19：30 大西（正）

トップ・ハイレベル英語 3/10（日） 16：00～17：30 木下

トップ・ハイレベル理系数学（中高一貫速習） 3/10（日） 17：50～19：20 岩渕

トップ・ハイレベル数学 3/10（日） 17：50～19：20 中田

スタンダード英語 3/15（金） 18：10～19：40 原田

スタンダード数学 3/15（金） 20：00～21：30 北村

3月
下旬

ONE WEX数学 3/31（日） 18：00～19：30 寺尾

ONE WEX英語 3/31（日） 19：50～21：20 江本

トップ・ハイレベル英語 3/25（月） 18：00～19：30 木下

トップ・ハイレベル理系数学（中高一貫速習） 3/25（月） 19：50～21：20 岩渕

トップ・ハイレベル数学 3/25（月） 19：50～21：20 中田

4月

トップ・ハイレベル物理※1 4/6（土） 18：00～19：30 植田

トップ・ハイレベル化学※1 4/7（日） 13：20～14：50 西

スタンダード英語 4/6（土） 19：50～21：20 原田

スタンダード数学 4/7（日） 11：20～12：50 北村

体験授業
◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX国語【古文】 3/11（月） 18：00～19：30 山崎

ONE WEX理系数学 3/13（水） 18：00～19：30 大竹

ONE WEX文系数学 3/13（水） 18：00～19：30 馬場

ONE WEX英語 3/13（水） 19：50～21：20 刀禰

ONE WEX物理※ 3/15（金） 18：00～19：30 瀧澤

ONE WEX化学※ 3/16（土） 19：50～21：20 大西（正）

国公立大理系数学 3/15（金） 18：00～19：30 池谷

国公立大文系数学 3/19（火） 18：00～19：30 山本（敏）

国公立大英語 3/19（火） 19：50～21：20 田村

関関同立大英語 3/11（月） 18：00～19：30 島田

関関同立大古文 3/11（月） 19：50～21：20 山崎

入試頻出英文法・語法 3/12（火） 19：50～21：20 島田

3月
下旬

阪大理系数学 3/25（月） 18：00～19：30 池谷

阪大英語 3/25（月） 19：50～21：20 木下

4月

阪大数学ⅠAⅡB 4/1（月） 18：00～19：30 山本（敏）

神大理系数学 4/7（日） 13：40～15：10 宮本

神大英語 4/7（日） 15：30～17：00 久末

神大数学ⅠAⅡB 4/8（月） 18：00～19：30 中田

関関同立大英語 4/7（日） 18：00～19：30 島田

関関同立大現代文 4/7（日） 19：50～21：20 北野

入試頻出英文法・語法 4/6（土） 18：00～19：30 島田

…授業後に認定テストを実施する講座です。（お申し込みの際に、受験の有無を確認させていただきます）テスト

●地下鉄谷町九丁目駅から徒歩2分
●近鉄大阪上本町駅から徒歩2分

●地下鉄中津駅から徒歩1分
●阪急梅田駅から徒歩6分

●JR天王寺駅から徒歩5分
●地下鉄天王寺駅から徒歩6分

●地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分
●阪急烏丸駅から徒歩7分

●JR三ノ宮駅から徒歩2分
●阪急・阪神 神戸三宮駅から徒歩3分

●地下鉄中津駅から徒歩2分
●阪急梅田駅から徒歩6分

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

7 0120-070-953

7 0120-070-362

7 0120-070-014

7 0120-070-475

7 0120-070-526

7 0120-070-471

上本町校

大阪校医進館

天王寺校

京都校

神戸三宮校

大阪校

※1 新高1・2生合同授業です。
※2 大阪校医進館で実施予定です。

※新高1・2生合同授業です。

※大阪校医進館で実施予定です。

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高１生対象

新高３生対象

［春期特別講習］高校入学準備セミナー

　　　　　　　　　　チャレンジ＆レクチャー

センター試験対策 春の陣

31・32ページ

33・34ページ

35ページ

東大 京大 阪大

 大阪校オリジナルイベント
対象 タイトル 教科 実施日 時間 講師 実施内容

新高3生

阪大神大英語ゼミ
第３弾 英語 3/18（月） 19：00～20：50 木下

英作文ってどうやって勉強するの？英作文で得点するた
めには何が必要？さぁ、いよいよ3年生!!阪大神大のちょっ
ぴり難しい問題を使って、差がつきやすい英作文攻略の
ヒントを河合塾人気講師がお伝えします。

阪大神大英語ゼミ
ダイジェスト 英語 3/18（月） 18：00～18：50 木下

第1弾・2弾に参加できなかった人も大丈夫！英語学習法・
英語長文のポイントを50分でまとめた講義を実施しま
す。上記第3弾とあわせてご参加ください。
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大阪校医進館
各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

00：00～00：00

　1日体験授業

Hyper ハイパー講座は選抜テストをクリアした
精鋭たちのみが受講できる講座です。

東大理三・京大医学部医学科 現役合格への最短距離

無料

講座名 取扱分野実施日 時間

ハイパー別宮物理

ハイパー大竹理系数学

ハイパー大西化学

力学

整数と微分・積分（数Ⅲ）

分配平衡

18：00～19：30

19：50～21：20

18：00～19：30

講座名 取扱分野実施日 時間

ハイパー大竹理系数学

ハイパー別宮物理

ハイパー大西化学

代数的分野

解析的分野

幾何的分野

様々なテーマ

運動の法則

エネルギーと仕事

運動量と力積

溶液の蒸気圧、化学平衡、浸透圧

酸・塩基

電離平衡、キレート滴定

酸化還元、電池

①3/14（木）

②3/21（木・祝）

③3/28（木）

④4/11（木）

①3/13（水）

②3/20（水）

③3/27（水）

④4/10（水）

①3/15（金）

②3/29（金）

③4/5（金）

④4/12（金）

18：00～21：10

18：00～21：10

18：00～21：10

無料
　春期トライアル

※1講座あたり4回ご参加ください。
　途中からもご参加いただけます。

まずは、ハイパー講座を体感しよう！「受講資格」がない方も参加いただけます。

Hyper

ハイパー大竹理系数学 ハイパー別宮物理 ハイパー大西化学

2/10（日）

2/10（日）

2/8（金）

ハイパー講座の詳細は
Webで！

新高3生対象／特別講座

思考力に
切り込んだ
授業展開

一人ひとりを
見つめた添削指導

ハイパー講座
専用テキスト！

※テスト結果は、結果発表日の18：00以降にお電話でご連絡いたします。
　（答案は返却いたしません。）

「選抜テスト」で受講資格を取得しよう！

2/2（土）

2/23（土）

3/7（木）

3/18（月）

結果発表日

2/7（木）

2/28（木）

3/12（火）

3/23（土）

受講申込締切日

2/15（金）

3/5（火）

3/17（日）

3/28（木）

テスト実施日

4/1（月）

4/6（土）

4/20（土）

結果発表日

4/6（土）

4/11（木）

4/25（木）

受講申込締切日

4/11（木）

4/16（火）

4/30（火）

［日程 ］

テスト実施日 17：30～18：30

18：40～19：40

19：50～21：10

［ 時間 ］

物理

化学

数学

河合塾　ハイパー

厳正な基準を
クリアされた方には、
「受講資格」を

付与

［ 受付時間 ］11：30～19：30
7 0120-070-362
大阪校医進館

●地下鉄中津駅から徒歩1分
●阪急梅田駅から徒歩6分

●地下鉄中津駅から徒歩2分
●阪急梅田駅から徒歩6分［ 受付時間 ］11：30～19：30

7 0120-070-471
大阪校

医学科に関する深遠な情報を発信！

 大阪校医進館オリジナルイベント （「医系小論文導入」は有料です）

対象 タイトル 実施日 時間 講師 実施内容

新高1・2生 医深探究ゼミ2019

①2/11（月・祝） 10：00～12：00 平田
医学部入試（面接・小論文）突破のみならず、その先の医学
部生として、自分を高め続けていくために必要な素養や能
力を講義・ディスカッションを通して探り、深めていきます。
①「社会が高齢化し続けるなかで、医療者が求められている
ことは？」
②「先端医療技術をめぐる状況を考える」

②2/24（日） 10：00～12：00 加賀

新高3生
医系小論文導入
　　　3,000円

4/6（土） 9：30～12：50 平田

「小論文対策はまだまだ先」と思っていませんか？合格答案
作成のためには、医療知識を習得したうえで、早期に答案を
作成し添削してもらうことがカギとなります。答案は添削の
うえ、返却します。

有料

いしんたんきゅう

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
医進英語 テスト 3/19（火） 18：00～19：30 中尾

医進数学 3/19（火） 19：50～21：20 西浦

4月
医進英語 4/7（日） 14：00～15：30 中尾

医進数学 4/9（火） 18：00～19：30 西浦

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月

ONE WEX物理 3/15（金） 19：50～21：20 瀧澤

ONE WEX化学 3/16（土） 18：00～19：30 大西（正）

医進数学 3/15（金） 18：00～19：30 朝田

医進英語 3/27（水） 18：00～19：30 慎

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月

ONE WEX物理 3/15（金） 18：00～19：30 瀧澤

ONE WEX化学 3/16（土） 19：50～21：20 大西（正）

医進数学 3/14（木） 18：00～19：30 池谷

医進英語 3/16（土） 18：00～19：30 横井

阪大医進数学 3/10（日） 14：00～15：30 河村

阪大医進英語 3/10（日） 15：50～17：20 江本

…授業後に10分間の休憩をはさんで、認定テストを実施する講座です。すでに認定をお持ちの方は、認定テストを受けていただかなくても結構です。
　（お申し込みの際に、受験の有無を確認させていただきます）

テスト
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上本町校
各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ
新高１・２生の体験授業後に
タブレット体験会を実施します。（予約不要）

●地下鉄谷町九丁目駅から徒歩2分
●近鉄大阪上本町駅から徒歩2分

●地下鉄中津駅から徒歩1分
●阪急梅田駅から徒歩6分

●JR天王寺駅から徒歩5分
●地下鉄天王寺駅から徒歩6分

●地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分
●阪急烏丸駅から徒歩7分

●JR三ノ宮駅から徒歩2分
●阪急・阪神 神戸三宮駅から徒歩3分

●地下鉄中津駅から徒歩2分
●阪急梅田駅から徒歩6分

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

7 0120-070-953

7 0120-070-362

7 0120-070-014

7 0120-070-475

7 0120-070-526

7 0120-070-471

上本町校

大阪校医進館

天王寺校

京都校

神戸三宮校

大阪校

 上本町校オリジナルイベント
対象 タイトル 実施日 時間 講師 実施内容

新高3生

Start up 入試英語
～阪大・神大・市大・府大合格ロード～ 3/20（水）

阪大編
18：00～19：15

神大・市大・府大編
19：30～20：45

木下

阪神市府をめざす方必見！入試で差がつく英語
のポイントをプロ講師がわかりやすく徹底解説し
ます。
この講座を受講してライバルと差をつけよう！

Start up 入試英語
～関関同立大・近大合格ロード～ 3/31（日）

同志社・関学編
18：00～19：15

立命館・関大・近大編
19：25～20：40

木下

英語の入試頻出のポイントを押さえながら関関同
立大・近大現役合格の極意を伝授します！
今まで対策していなかったキミも大丈夫！この講
座を受講して合格への第一歩を踏み出そう！

Start up 入試古文 3/31（日） 16：30～17：30 松尾

入試古文に必要な武器を知っていますか？
センター試験や関関同立大等の特徴である長文
の攻略方法をお伝えします。
最新の入試問題を材料に学習方針を考えましょ
う！！

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高1生対象

新高３生対象

［春期特別講習］高校入学準備セミナー

　　　　　　　チャレンジ＆レクチャー

センター試験対策 春の陣

京大 阪大

31・32ページ

33・34ページ

35ページ

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月下旬 トップ・ハイレベル国語【古文】 3/27（水） 17：20～18：50 コヤマ

4月

ONE WEX英語 4/6（土） 19：30～21：00 土橋

ONE WEX数学 4/7（日） 13：00～14：30 宮崎

トップ・ハイレベル国語【現代文】 4/7（日） 17：20～18：50 鈴木

トップ・ハイレベル英語 4/8（月） 17：00～18：30 赤井

トップ・ハイレベル数学（中高一貫速習） 4/8（月） 18：50～20：20 杉原

トップ・ハイレベル数学 4/8（月） 18：50～20：20 谷本

スタンダード数学 4/6（土） 15：00～16：30 信岡

スタンダード英語 4/6（土） 16：50～18：20 原田

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX英語 3/11（月） 18：30～20：00 江本

トップ・ハイレベル数学 3/17（日） 17：00～18：30 岩渕

トップ・ハイレベル英語 3/17（日） 18：50～20：20 香川

スタンダード英語 3/13（水） 18：00～19：30 山崎

スタンダード数学 3/13（水） 19：50～21：20 杉原

3月
下旬

ONE WEX数学 3/27（水） 18：00～19：30 宮崎

ONE WEX英語 3/27（水） 19：50～21：20 江本

トップ・ハイレベル現代文 3/26（火） 19：50～21：20 北野

スタンダード英語 3/26（火） 18：00～19：30 松本

4月

トップ・ハイレベル理系数学（中高一貫速習） 4/7（日） 15：00～16：30 河村

トップ・ハイレベル英語 4/9（火） 18：00～19：30 香川

トップ・ハイレベル数学 4/9（火） 19：50～21：20 岩渕

スタンダード国語【現代文】 4/5（金） 18：00～19：30 佐佐木

スタンダード数学 4/7（日） 11：00～12：30 影平

体験授業
◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

国公立大英語 3/15（金） 18：30～20：00 中村（雅）

国公立大理系数学 3/19（火） 18：00～19：30 湘田

国公立大文系数学 3/19（火） 18：00～19：30 岩渕

関関同立大現代文 3/16（土） 15：20～16：50 鈴木

関関同立大英語 3/16（土） 17：10～18：40 木下

3月
下旬

ONE WEX英語 3/25（月） 18：00～19：30 江本

ONE WEX理系数学 3/25（月） 19：50～21：20 藤田（貴）

ONE WEX文系数学 3/25（月） 19：50～21：20 朝田

トップレベル化学 3/27（水） 18：00～19：30 大西（正）

阪大数学ⅠAⅡB 3/27（水） 18：00～19：30 馬場

阪大理系数学 3/27（水） 19：50～21：20 宮崎

神大英語 3/26（火） 18：00～19：30 木下

神大数学ⅠAⅡB 3/26（火） 19：50～21：20 岩渕

神大理系数学 3/31（日） 18：30～20：00 湘田

国公立大現代文（論述対策） 3/27（水） 19：50～21：20 北野

関関同立大英語 3/26（火） 19：50～21：20 木下

4月

ONE WEX英語 4/8（月） 18：00～19：30 江本

阪大英語 4/7（日） 15：00～16：30 胡摩﨑

関関同立大古文 4/7（日） 18：40～20：10 松尾

入試頻出英文法・語法 4/7（日） 16：50～18：20 田村

大阪府立高校入試期間

自習室解放
3/11（月）～3/19（火）

35ページへ
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天王寺校 新高１・２生の体験授業後に
タブレット体験会を実施します。（予約不要）

 天王寺校オリジナルイベント
対象 タイトル 教科 実施日 時間 講師 実施内容

新高2生 難関大を夢にするな！新高2
至高のためのスタート“奪取”英語 英語 3/31（日） 15：30～17：00 香川

今の成績は不問！そこから難関大へ至りつくための
道のりを、この香川がハッキリ示して見せましょう。
この９０分で明日から難関大があなたの“夢”でなく
『目標』になる！

新高3生

「英文法」攻略！～国公立大編～ 英語 3/31（日） 12：30～14：00 慎
かの有名な慎一之先生が、これからの英文法の学
習法を伝授します。難関大英語攻略の鍵のひとつ
は、英文法の攻略です。間違った学習をしないた
めにも、ぜひご受講ください！国公立大編は、神大・
市大・府大・大阪教育大学、または、左記と同レベ
ルの国公立大学を志望されている方が対象です。

「英文法」攻略！～私立大編～ 英語 3/31（日） 14：30～16：00 慎

難関国公立大英語への道
～阪大・神大・市大・府大編～ 英語 4/6（土） 17：30～19：00 胡摩﨑

胡摩﨑先生による待望の学習イベント！高校３年生
になるまでの「今」知っておくべき、英文の読解や
解釈の技術をレクチャーします。この授業から高３
のスタートを切ろう！

１年で難関大化学を
攻略するために※ 化学 4/6（土） 15：30～17：00 古川

プリントの穴埋めは、「作業」であって勉強でもな
んでもない。そんな授業の先に、難関大合格はあり
えません。難関大の化学を攻略するために、やるべ
きことはすべて伝えます。安心してください。

※神戸三宮校の同一タイトルのイベントと同じ内容で実施します。

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX英語 テスト 3/10（日） 10：00～11：30 法山

ONE WEX数学（インテンシブ） テスト 3/10（日） 12：10～13：40 瀬尾

ONE WEX数学 テスト 3/10（日） 12：10～13：40 宮本

トップ・ハイレベル英語 3/13（水） 18：00～19：30 横井

トップ・ハイレベル国語【現代文】 3/13（水） 19：50～21：20 青木

トップ・ハイレベル化学※ 3/13（水） 19：50～21：20 本瀬

トップ・ハイレベル国語【古文】 3/15（金） 18：00～19：30 上田（久）

トップ・ハイレベル数学（中高一貫速習） 3/15（金） 19：50～21：20 上高原

トップ・ハイレベル数学 3/15（金） 19：50～21：20 湘田

スタンダード数学 3/19（火） 18：00～19：30 影平

スタンダード英語 3/21（木・祝） 19：10～20：40 金澤

4月

ONE WEX数学 4/6（土） 13：30～15：00 宮本

ONE WEX英語 4/6（土） 15：20～16：50 法山

トップ・ハイレベル数学 4/7（日） 10：00～11：30 湘田

トップ・ハイレベル英語 4/7（日） 11：50～13：20 横井

スタンダード英語 4/4（木） 12：00～13：30 金澤

スタンダード数学 4/6（土） 18：50～20：20 影平

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX数学 3/11（月） 18：00～19：30 寺尾

ONE WEX英語 3/11（月） 19：50～21：20 法山

トップ・ハイレベル数学 3/10（日） 18：00～19：30 信岡

トップ・ハイレベル古典 3/10（日） 19：50～21：20 仲

トップ・ハイレベル英語 3/11（月） 18：00～19：30 西内

トップ・ハイレベル現代文 3/11（月） 19：50～21：20 佐佐木

トップ・ハイレベル化学※ 3/13（水） 19：50～21：20 本瀬

スタンダード英語 3/11（月） 18：00～19：30 胡摩﨑

スタンダード数学 3/13（水） 18：00～19：30 北村

3月
下旬

ONE WEX数学（インテンシブ） 3/29（金） 18：00～19：30 瀬尾

ONE WEX数学 3/29（金） 18：00～19：30 寺尾

ONE WEX英語 3/29（金） 19：50～21：20 原田

トップ・ハイレベル理系数学（中高一貫速習） 3/28（木） 18：00～19：30 山本（洋）

4月

トップ・ハイレベル数学 4/6（土） 18：00～19：30 信岡

トップ・ハイレベル英語 4/6（土） 19：50～21：20 木多

スタンダード数学 4/8（月） 18：00～19：30 北村

スタンダード英語 4/8（月） 19：50～21：20 香川

体験授業
◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

トップレベル国公立大英語 3/14（木） 18：00～19：30 中村（雅）

阪大理系数学 3/11（月） 18：00～19：30 影平

阪大数学ⅠAⅡB 3/11（月） 18：00～19：30 西浦

阪大英語 3/11（月） 19：50～21：20 胡摩﨑

神大理系数学 3/12（火） 19：50～21：20 山本（洋）

神大数学ⅠAⅡB 3/12（火） 19：50～21：20 影平

神大英語 3/17（日） 15：30～17：00 香川

国公立大現代文（論述対策） 3/14（木） 19：50～21：20 野村

関関同立大古文 3/11（月） 18：00～19：30 コヤマ

関関同立大英語 3/11（月） 19：50～21：20 山崎

3月
下旬

ONE WEX理系数学 3/26（火） 18：00～19：30 藤野

ONE WEX京大文系数学 3/26（火） 18：00～19：30 西浦

ONE WEX英語 3/26（火） 19：50～21：20 法山

ハイレベル国公立大英語 3/27（水） 18：00～19：30 櫻井

ハイレベル理系数学 3/27（水） 19：50～21：20 上高原

ハイレベル数学ⅠAⅡB 3/29（金） 18：00～19：30 山本（洋）

4月

関関同立大現代文 4/6（土） 18：00～19：30 野村

関関同立大英語 4/6（土） 19：50～21：20 慎

入試頻出英文法・語法 4/4（木） 19：30～21：00 慎

大阪府立高校入試期間

自習室解放
3/11（月）～3/19（火）

35ページへ

…授業後に認定テストを実施する講座です。（お申し込みの際に、受験の有無を確認させていただきます）テスト

●地下鉄谷町九丁目駅から徒歩2分
●近鉄大阪上本町駅から徒歩2分

●地下鉄中津駅から徒歩1分
●阪急梅田駅から徒歩6分

●JR天王寺駅から徒歩5分
●地下鉄天王寺駅から徒歩6分

●地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分
●阪急烏丸駅から徒歩7分

●JR三ノ宮駅から徒歩2分
●阪急・阪神 神戸三宮駅から徒歩3分

●地下鉄中津駅から徒歩2分
●阪急梅田駅から徒歩6分

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

7 0120-070-953

7 0120-070-362

7 0120-070-014

7 0120-070-475

7 0120-070-526

7 0120-070-471

上本町校

大阪校医進館

天王寺校

京都校

神戸三宮校

大阪校

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高1生対象

新高３生対象

［春期特別講習］高校入学準備セミナー

　　　　　　　チャレンジ＆レクチャー

センター試験対策 春の陣

京大 阪大

31・32ページ

33・34ページ

35ページ

各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

※新高1・2生合同授業です。

※新高1・2生合同授業です。
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京都校 新高１・２生の体験授業後に
タブレット体験会を実施します。（予約不要）

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX数学（インテンシブ） テスト 3/19（火） 18：30～20：00 藤野

トップ・ハイレベル数学（中高一貫速習） 3/11（月） 18：30～20：00 高嶋

4月

ONE WEX数学（インテンシブ） 4/7（日） 14：00～15：30 藤野

ONE WEX数学 4/8（月） 18：00～19：30 小川

ONE WEX英語 4/8（月） 19：50～21：20 土橋

トップ・ハイレベル英語 4/4（木） 19：50～21：20 佐野

トップ・ハイレベル数学（中高一貫速習） 4/5（金） 18：00～19：30 高嶋

トップ・ハイレベル数学 4/5（金） 18：00～19：30 原（貴）

トップ・ハイレベル国語【現代文】 4/7（日） 15：50～17：20 野口（た）

スタンダード英語 4/6（土） 18：00～19：30 野田

スタンダード数学 4/8（月） 19：50～21：20 吉田（大）

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX数学（インテンシブ） 3/17（日） 12：10～13：40 河村

ONE WEX数学 3/17（日） 12：10～13：40 小川

ONE WEX英語 3/17（日） 14：00～15：30 島原

トップ・ハイレベル英語 3/14（木） 18：00～19：30 佐野

トップ・ハイレベル理系数学（中高一貫速習） 3/14（木） 19：50～21：20 吉田（大）

トップ・ハイレベル数学 3/15（金） 18：00～19：30 河内

トップ・ハイレベル現代文 3/15（金） 19：50～21：20 佐佐木

3月
下旬

トップ・ハイレベル古典 3/27（水） 18：30～20：00 仲

トップ・ハイレベル英語 3/31（日） 17：20～18：50 佐野

4月

ONE WEX英語 4/8（月） 18：00～19：30 島原

ONE WEX数学（インテンシブ） 4/8（月） 19：50～21：20 河村

ONE WEX数学 4/8（月） 19：50～21：20 小川

トップ・ハイレベル数学 4/5（金） 19：50～21：20 原（貴）

トップ・ハイレベル物理※ 4/7（日） 18：00～19：30 中出

トップ・ハイレベル化学※ 4/7（日） 19：50～21：20 小松

スタンダード数学 4/6（土） 18：00～19：30 住吉

スタンダード英語 4/6（土） 19：50～21：20 横井

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX医進英語 3/15（金） 17：00～18：30 島原

ONE WEX医進数学 3/15（金） 18：50～20：20 宮本

ONE WEX京大英語 3/20（水） 18：00～19：30 中澤

ONE WEX京大理系数学 3/20（水） 19：50～21：20 朝田

ONE WEX京大文系数学 3/20（水） 19：50～21：20 川﨑

トップレベル化学 3/14（木） 18：00～19：30 大西（正）

トップレベル物理 3/14（木） 19：50～21：20 吉田

国公立大現代文（論述対策） 3/12（火） 18：00～19：30 中崎

国公立大古典（論述対策） 3/12（火） 19：50～21：20 塚野

関関同立大現代文 3/15（金） 18：00～19：30 鈴木

●地下鉄谷町九丁目駅から徒歩2分
●近鉄大阪上本町駅から徒歩2分

●地下鉄中津駅から徒歩1分
●阪急梅田駅から徒歩6分

●JR天王寺駅から徒歩5分
●地下鉄天王寺駅から徒歩6分

●地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分
●阪急烏丸駅から徒歩7分

●JR三ノ宮駅から徒歩2分
●阪急・阪神 神戸三宮駅から徒歩3分

●地下鉄中津駅から徒歩2分
●阪急梅田駅から徒歩6分

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

7 0120-070-953

7 0120-070-362

7 0120-070-014

7 0120-070-475

7 0120-070-526

7 0120-070-471

上本町校

大阪校医進館

天王寺校

京都校

神戸三宮校

大阪校

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高1生対象

新高３生対象

［春期特別講習］高校入学準備セミナー

　　　　　　　チャレンジ＆レクチャー　　　　　　　　　　　センター試験対策 春の陣京大 阪大

31・32ページ

33・34ページ 35ページ

…授業後に認定テストを実施する講座です。（お申し込みの際に、受験の有無を確認させていただきます）テスト

※新高1・2生合同授業です。新高1生もご参加いただけます。

大西エキスパート化学塾

4月からの講義をまずは体験

東大・京大・医学部志望者必見！

■新高2生対象
大西エキスパート化学塾 体験授業
2/17（日）・3/13（水） 17：30～19：40（10分休憩含む）
※どちらの回も同一内容で実施します。

■新高3生対象
大西エキスパート化学塾 【3学期】

東大・京大・医学部医学科の問題に対応できる「基礎力」を養うための特別化学塾。

無料 3学期開講、決定！ 有料

2/28（木）～3/3（日）17：30～20：50 
［全4回］1講3,000円（4講セット10,000円）
［取扱分野］ ●1講 酸化還元

●2講 酸塩基
●3講 気体
●4講 化学平衡

新高３生対象

東大入試に求められる力がわかる！希望者には、講師による個別の学習相談の時間有り！1回から受講OK！

外大の英語を知る！外国語学部・一橋大英語対策ゼミ 新高３生対象
国公立大外国語学部・一橋大など、難度の高い英語が課される大学をめざすキミへ
特定の対策講座が少ない外国語学部の英語の攻略法を伝授します！

3/17（日）12：00～14：00
［講師］木下

2/22（金）

2/24（日）

19：30～21：00　［講師］木下

1

2

3/10（日）

3/31（日）

18：00～20：00　［講師］藤野

1

2

　3/3（日）

3/17（日）

15：30～17：30　［講師］藤野

1

2

3/8（金）

3/17（日）

3

4
英語 理類数学 文類数学

東大攻略スタートゼミ

体験授業
◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

4月

阪大英語 4/7（日） 15：30～17：00 片山

阪大理系数学 4/7（日） 17：20～18：50 涌谷

阪大数学ⅠAⅡB 4/7（日） 17：20～18：50 瀬尾

神大英語 4/6（土） 18：00～19：30 谷 

神大数学（文理共通） 4/6（土） 19：50～21：20 瀬古

関関同立大英語 4/2（火） 19：50～21：20 谷 

関関同立大古文 4/5（金） 18：00～19：30 松岡

関関同立大現代文 4/5（金） 19：50～21：20 鈴木

生物 4/6（土） 16：10～17：40 上野

化学 4/8（月） 18：00～19：30 楠

物理 4/8（月） 19：50～21：20 瀧澤

入試頻出英文法・語法 4/7（日） 15：00～16：30 長谷川

各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ
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神戸三宮校

●地下鉄谷町九丁目駅から徒歩2分
●近鉄大阪上本町駅から徒歩2分

●地下鉄中津駅から徒歩1分
●阪急梅田駅から徒歩6分

●JR天王寺駅から徒歩5分
●地下鉄天王寺駅から徒歩6分

●地下鉄烏丸御池駅から徒歩2分
●阪急烏丸駅から徒歩7分

●JR三ノ宮駅から徒歩2分
●阪急・阪神 神戸三宮駅から徒歩3分

●地下鉄中津駅から徒歩2分
●阪急梅田駅から徒歩6分

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

［ 受付時間 ］11：30～19：30

7 0120-070-953

7 0120-070-362

7 0120-070-014

7 0120-070-475

7 0120-070-526

7 0120-070-471

上本町校

大阪校医進館

天王寺校

京都校

神戸三宮校

大阪校

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高1生対象

新高３生対象

［春期特別講習］高校入学準備セミナー

　　　　　　　チャレンジ＆レクチャー

センター試験対策 春の陣

京大

31・32ページ

33・34ページ

35ページ

神大

 神戸三宮校オリジナルイベント
対象 タイトル 教科 実施日 時間 講師 実施内容

新高3生

ウォーミングアップ古文 古文 4/7（日） 12：30～14：00 山本（ま）

古文を解くってどういうことでしょう？何となく解い
ていませんか？古文を読むためのツールである古
典文法で特に必要なものを一緒に発見してみま
しょう。

一年で難関大化学を
攻略するために※ 化学 4/7（日） 14：30～16：00 古川

プリントの穴埋めは、「作業」であって勉強でもな
んでもない。そんな授業の先に、難関大合格はあり
えません。難関大の化学を攻略するために、やるべ
きことはすべて伝えます。安心してください。

受験世界史プレビュー 世界史 4/7（日） 14：30～16：00 上住

受験に向けてどのように勉強をすればよいか、不
安はありませんか？私立大対策、センター試験対策
も含めた今後の学習法についてレクチャーします！
美しくわかりやすい板書に感動間違いなし！

※天王寺校実施の同一タイトルのイベントと同じ内容で実施します。

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX数学（インテンシブ） 3/10（日） 19：50～21：20 山本（敏）

ONE WEX数学 3/13（水） 19：50～21：20 木村

トップ・ハイレベル英語 3/14（木） 18：00～19：30 国松

トップ・ハイレベル数学 3/14（木） 19：50～21：20 北村

トップ・ハイレベル数学（中高一貫速習） 3/15（金） 19：50～21：20 瀬古

4月

ONE WEX英語 4/8（月） 18：00～19：30 清水

トップ・ハイレベル国語【現代文】 4/7（日） 16：00～17：30 畑中

スタンダード英語 4/6（土） 14：00～15：30 胡摩﨑

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX数学 3/10（日） 18：00～19：30 山本（洋）

ONE WEX数学（インテンシブ） 3/14（木） 18：00～19：30 駒井

ONE WEX英語 3/14（木） 19：50～21：20 松井

スタンダード数学 3/14（木） 18：00～19：30 北村

スタンダード英語 3/14（木） 19：50～21：20 原田

3月
下旬

トップ・ハイレベル英語 3/26（火） 18：00～19：30 西内

トップ・ハイレベル理系数学（中高一貫速習） 3/26（火） 19：50～21：20 宮崎

トップ・ハイレベル数学 3/26（火） 19：50～21：20 中田

トップ・ハイレベル英語 3/31（日） 18：00～19：30 国松

トップ・ハイレベル数学 3/31（日） 19：50～21：20 中田

スタンダード英語 3/27（水） 18：00～19：30 清水

スタンダード数学 3/27（水） 19：50～21：20 北村

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX英語 3/11（月） 18：30～20：00 中尾

ONE WEX国語【現代文】 3/13（水） 18：00～19：30 中田

ONE WEX理系数学 3/13（水） 19：50～21：20 宮本

神大英語 3/15（金） 19：50～21：20 木多

神大理系数学 3/15（金） 18：00～19：30 木村

神大数学ⅠAⅡB 3/15（金） 18：00～19：30 瀬古

関関同立大英語 3/10（日） 18：00～19：30 久末

関関同立大現代文 3/19（火） 19：50～21：20 中田

入試頻出英文法・語法 3/19（火） 18：00～19：30 慎

体験授業
◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

阪大理系数学 3/26（火） 18：00～19：30 藤田（貴）

阪大数学ⅠAⅡB 3/26（火） 18：00～19：30 中田

阪大英語 3/26（火） 19：50～21：20 西内

入試頻出英文法・語法 3/31（日） 18：00～19：30 慎

4月

ONE WEX英語 4/6（土） 15：00～16：30 島原

ONE WEX文系数学 4/6（土） 16：50～18：20 山本（敏）

ONE WEX理系数学 4/8（月） 18：00～19：30 宮本

ONE WEX国語【古文】 4/8（月） 19：50～21：20 松尾

国公立大理系数学 4/7（日） 18：00～19：30 藤田（貴）

国公立大文系数学 4/7（日） 18：00～19：30 瀬古

国公立大英語 4/7（日） 19：50～21：20 慎

関関同立大古文 4/6（土） 18：00～19：30 大村

関関同立大英語 4/6（土） 19：50～21：20 久末

新高３生対象
（新高１・２生も参加可）志望大学別の特別英語講義

英語に自信のある方へおくる！ 全3回の講座で現役合格のために
必要なレベルを体感！

1

2

3

2/10（日）

2/24（日）

3/10（日）

13：40～15：10

15：30～17：00

15：30～17：00

［ 講師 ］
中尾

○東大英語・一橋大英語プレミアムゼミ
1

2

3

2/10（日）

2/24（日）

3/10（日）

11：20～12：50

13：40～15：10

13：40～15：10

［ 講師 ］
島原

○京大英語・国公立大医学部英語プレミアムゼミ

各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ
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高槻教室
各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

●阪急豊中駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-463
豊中教室

●南海堺東駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-466
堺東教室

●阪急高槻市駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-461
高槻教室

●南海岸和田駅から徒歩5分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-468
岸和田教室

●阪神甲子園駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-476
甲子園教室

●JR・神戸電鉄 三田駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-477
三田教室

●近鉄大和西大寺駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-485
西大寺教室

●近鉄大和八木駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-486
八木教室

●阪急豊中駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-463
豊中教室

●南海堺東駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-466
堺東教室

●阪急高槻市駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-461
高槻教室

●南海岸和田駅から徒歩5分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-468
岸和田教室

●阪神甲子園駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-476
甲子園教室

●JR・神戸電鉄 三田駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-477
三田教室

●近鉄大和西大寺駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-485
西大寺教室

●近鉄大和八木駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-486
八木教室

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高３生対象 センター試験対策 春の陣 35ページ

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高３生対象 　　　　　　  チャレンジ＆レクチャー 33・34ページ阪大京大

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

4月

トップ・ハイレベル英語 4/5（金） 16：00～17：30 山内

トップ・ハイレベル数学 4/6（土） 18：00～19：30 岩坂

スタンダード英語 4/3（水） 16：10～17：40 敦見

スタンダード数学 4/3（水） 18：00～19：30 山本（紀）

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル英語 3/30（土） 18：00～19：30 敦見

スタンダード数学 3/30（土） 19：50～21：20 髙戸

スタンダード現代文 3/31（日） 18：40～20：10 一番合戦

4月

トップ・ハイレベル数学 4/6（土） 19：50～21：20 岩坂

スタンダード英語 4/5（金） 18：00～19：30 山内

スタンダード古文 4/5（金） 19：50～21：20 小野

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

国公立大英語 3/11（月） 18：30～20：00 三枝

阪大英語 3/18（月） 18：00～19：30 櫻井

阪大理系数学 3/18（月） 19：50～21：20 遠藤

3月
下旬

ハイレベル数学ⅠAⅡB 3/30（土） 15：30～17：00 西岡

ハイレベル理系数学Ⅲ 3/30（土） 17：20～18：50 吉田（輝）

国公立大古典（論述対策） 3/31（日） 15：00～16：30 堀

国公立大現代文（論述対策） 3/31（日） 16：50～18：20 一番合戦

関関同立大現代文 3/30（土） 18：00～19：30 中田

関関同立大英語 3/30（土） 19：50～21：20 山内

スタンダード数学 3/30（土） 15：30～17：00 髙戸

4月

トップレベル物理 4/6（土） 19：50～21：20 瀧澤

トップレベル化学 4/7（日） 14：00～15：30 北山

ハイレベル国公立大英語 4/5（金） 19：50～21：20 山内

関関同立大古文 4/5（金） 19：50～21：20 瀬島

総合日本史 4/7（日） 14：00～15：30 中田

総合世界史 4/7（日） 17：40～19：10 山岸

入試頻出英文法・語法 4/7（日） 15：50～17：20 阪村

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX英語 テスト 3/10（日） 13：00～14：30 堂前

ONE WEX数学 テスト 3/10（日） 14：50～16：20 藤野

4月

トップ・ハイレベル数学 4/4（木） 18：00～19：30 駒井

トップ・ハイレベル英語 4/6（土） 18：00～19：30 香川

スタンダード英語 4/2（火） 17：20～18：50 巽

スタンダード数学 4/2（火） 19：10～20：40 吉田（輝）

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX英語 3/12（火） 18：20～19：50 横井

ONE WEX数学 3/12（火） 20：10～21：40 伊藤

トップ・ハイレベル数学 3/10（日） 18：00～19：30 上高原

トップ・ハイレベル英語 3/10（日） 19：50～21：20 国松

3月
下旬

スタンダード数学 3/30（土） 15：00～16：30 杉原

スタンダード英語 3/30（土） 16：50～18：20 津留

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ONE WEX英語 3/19（火） 18：20～19：50 胡摩﨑

国公立大文系数学 3/13（水） 18：20～19：50 上村

国公立大英語 3/13（水） 20：10～21：40 松井

国公立大古典（論述対策） 3/14（木） 18：00～19：30 松尾

国公立大現代文（論述対策） 3/14（木） 19：50～21：20 佐佐木

4月

阪大英語 4/6（土） 19：30～21：00 木下

国公立大理系数学 4/7（日） 19：10～20：40 吉田（輝）

関関同立大英語 4/7（日） 16：00～17：30 香川

豊中教室

…授業後に10分間の休憩をはさんで、認定テストを実施する講座です。すでに認定をお持ちの方は、認定テストを受けていただかなくても結構です。
　（お申し込みの際に、受験の有無を確認させていただきます）

テスト
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各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

新高１・２生の体験授業後に
タブレット体験会を実施します。（予約不要）
※新高１「岸和田高校数学」・新高２「岸和田高校理系数学」は除く

●阪急豊中駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-463
豊中教室

●南海堺東駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-466
堺東教室

●阪急高槻市駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-461
高槻教室

●南海岸和田駅から徒歩5分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-468
岸和田教室

●阪神甲子園駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-476
甲子園教室

●JR・神戸電鉄 三田駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-477
三田教室

●近鉄大和西大寺駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-485
西大寺教室

●近鉄大和八木駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-486
八木教室

●阪急豊中駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-463
豊中教室

●南海堺東駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-466
堺東教室

●阪急高槻市駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-461
高槻教室

●南海岸和田駅から徒歩5分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-468
岸和田教室

●阪神甲子園駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-476
甲子園教室

●JR・神戸電鉄 三田駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-477
三田教室

●近鉄大和西大寺駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-485
西大寺教室

●近鉄大和八木駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-486
八木教室

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル英語 3/28（木） 18：00～19：30 西内

トップ・ハイレベル数学 3/30（土） 18：00～19：30 秋田

岸和田高校数学 3/30（土） 19：50～21：20 松本

4月
スタンダード数学 4/6（土） 18：00～19：30 髙戸

スタンダード英語 4/6（土） 19：50～21：20 山下

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル数学 3/30（土） 18：00～19：30 松本

トップ・ハイレベル英語 3/30（土） 19：50～21：20 吉見

岸和田高校理系数学 3/27（水） 19：00～20：30 岩坂

4月
スタンダード古文 4/5（金） 19：50～21：20 コヤマ

スタンダード数学 4/6（土） 18：00～19：30 藤田（将）

スタンダード英語 4/6（土） 19：50～21：20 白井

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

国公立大現代文（論述対策） 3/27（水） 18：00～19：30 中田

国公立大古典（論述対策） 3/27（水） 19：50～21：20 阪上

スタンダード国公立大英語 3/27（水） 18：00～19：30 金澤

関関同立大英語 3/27（水） 19：50～21：20 金澤

関関同立大日本史 3/27（水） 18：00～19：30 中田

関関同立大現代文 3/29（金） 18：00～19：30 中田

関関同立大古文 3/29（金） 19：50～21：20 小野

センター試験対策国語【現代文】 3/31（日） 18：00～19：30 河田

センター試験対策国語【古典】 3/31（日） 19：50～21：20 阪上

物理 3/28（木） 19：20～20：50 萩原

化学 3/30（土） 19：50～21：20 北野

入試頻出英文法・語法 3/30（土） 18：00～19：30 吉見

総合世界史 3/30（土） 19：50～21：20 岡田

4月

トップレベル理系数学 4/7（日） 16：50～18：20 影平

トップレベル国公立大英語 4/7（日） 15：00～16：30 松井

ハイレベル国公立大英語 4/6（土） 18：00～19：30 白井

ハイレベル理系数学Ⅲ 4/6（土） 19：50～21：20 松本

ハイレベル数学ⅠAⅡB 4/8（月） 20：10～21：40 西岡

スタンダード理系数学Ⅲ 4/7（日） 19：50～21：20 秋田

スタンダード数学 4/8（月） 18：00～19：30 信岡

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル英語 3/31（日） 15：50～17：20 山内

トップ・ハイレベル数学 3/31（日） 17：40～19：10 松本

スタンダード数学 3/27（水） 18：00～19：30 杉原

スタンダード英語 3/27（水） 19：50～21：20 山下

4月
トップ・ハイレベル英語 4/3（水） 15：00～16：30 山内

トップ・ハイレベル数学 4/3（水） 16：50～18：20 松本

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル英語 3/31（日） 18：00～19：30 山内

トップ・ハイレベル数学 3/31（日） 19：50～21：20 秋田

4月

スタンダード古文 4/6（土） 15：10～16：40 松村

スタンダード英語 4/6（土） 17：00～18：30 堂前

スタンダード数学 4/7（日） 18：00～19：30 大長

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップレベル文系数学 3/30（土） 19：50～21：20 杉原

阪大英語 3/30（土） 18：00～19：30 青木

阪大理系数学 3/30（土） 19：50～21：20 西岡

神大英語 3/31（日） 14：00～15：30 山内

国公立大英語 3/31（日） 18：40～20：10 三枝

ハイレベル理系数学Ⅲ 3/31（日） 16：50～18：20 秋田

関関同立大英語 3/22（金） 18：00～19：30 堂前

関関同立大古文 3/27（水） 19：50～21：20 松村

4月

ハイレベル数学ⅠAⅡB 4/6（土） 16：10～17：40 浅場

神大英語 4/6（土） 18：00～19：30 山内

関関同立大英語 4/6（土） 15：00～16：30 堂前

関関同立大古文 4/7（日） 16：50～18：20 松村

関関同立大現代文 4/7（日） 18：40～20：10 野村

スタンダード理系数学Ⅲ 4/4（木） 18：00～19：30 松本

入試頻出英文法・語法 4/3（水） 19：50～21：20 山下

堺東教室 岸和田教室

 堺東教室オリジナルイベント
対象 タイトル 実施日 時間 実施内容

三国丘高 新高１生と保護者 三国丘高校新高１生の歩き方 3/30（土） 19：00～20：00 三国丘高校・泉陽高校ってどんな部活があるの？
どんな授業なの？大学受験に向けてどんな勉強
をすればいいの？などの疑問、質問に各高校出身
の先輩達が答えてくれます。泉陽高 新高１生と保護者 泉陽高校新高１生の歩き方 4/1（月） 19：00～20：00

 岸和田教室オリジナルイベント
対象 タイトル 実施日 時間 実施内容

岸和田高
新高1生 岸和田高校新1年生の歩き方 3/29（金） 15：00～16：30

岸和田高校ってどんなところ？部活や授業のこと、将来の受験勉強に向
けて知っておきたいことなどを、岸和田高校出身の先輩達と一緒に話し
合ってみませんか？

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高３生対象 センター試験対策 春の陣
35ページ

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高３生対象 センター試験対策 春の陣
35ページ
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各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高３生対象 センター試験対策 春の陣 35ページ

●阪急豊中駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-463
豊中教室

●南海堺東駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-466
堺東教室

●阪急高槻市駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-461
高槻教室

●南海岸和田駅から徒歩5分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-468
岸和田教室

●阪神甲子園駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-476
甲子園教室

●JR・神戸電鉄 三田駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-477
三田教室

●近鉄大和西大寺駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-485
西大寺教室

●近鉄大和八木駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-486
八木教室

●阪急豊中駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-463
豊中教室

●南海堺東駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-466
堺東教室

●阪急高槻市駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-461
高槻教室

●南海岸和田駅から徒歩5分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-468
岸和田教室

●阪神甲子園駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-476
甲子園教室

●JR・神戸電鉄 三田駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-477
三田教室

●近鉄大和西大寺駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-485
西大寺教室

●近鉄大和八木駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-486
八木教室

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高３生対象 　　　　チャレンジ＆レクチャー

センター試験対策 春の陣

33・34ページ
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神大

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

スタンダード数学 3/28（木） 18：00～19：30 高嶋

スタンダード英語 3/28（木） 19：50～21：20 山崎

4月
トップ・ハイレベル英語 4/1（月） 18：00～19：30 武智

トップ・ハイレベル数学 4/1（月） 19：50～21：20 遠藤

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

トップ・ハイレベル英語 3/10（日） 14：00～15：30 中村（雅）

トップ・ハイレベル数学 3/10（日） 15：50～17：20 大長

スタンダード数学 3/11（月） 18：00～19：30 山本（紀）

スタンダード英語 3/11（月） 19：50～21：20 西田

4月
スタンダード数学 4/7（日） 18：00～19：30 山本（紀）

スタンダード英語 4/7（日） 19：50～21：20 西田

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

ハイレベル数学ⅠAⅡB 3/12（火） 19：50～21：20 信岡

神大英語 3/13（水） 18：00～19：30 三枝

関関同立大現代文 3/12（火） 18：00～19：30 野口（た）

関関同立大英語 3/12（火） 19：50～21：20 山崎

関関同立大古文 3/15（金） 19：50～21：20 瀬島

スタンダード国公立大英語 3/17（日） 19：30～21：00 西田

現代文 3/11（月） 18：00～19：30 野口（た）

古典 3/16（土） 19：50～21：20 瀬島

3月
下旬

関関同立大現代文 3/31（日） 17：10～18：40 野口（た）

関関同立大英語 3/31（日） 19：00～20：30 山崎

4月
神大英語 4/6（土） 19：50～21：20 三枝

関関同立大古文 4/6（土） 18：00～19：30 瀬島

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル数学 3/29（金） 19：50～21：20 駒井

トップ・ハイレベル英語 3/31（日） 16：00～17：30 江川

スタンダード数学 3/30（土） 18：00～19：30 進藤

スタンダード英語 3/30（土） 19：50～21：20 西田

北摂三田高校数学 3/27（水） 18：00～19：30 上村

4月 北摂三田高校数学 4/4（木） 18：00～19：30 上村

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル英語 3/27（水） 18：00～19：30 下村

トップ・ハイレベル数学 3/27（水） 19：50～21：20 松本

スタンダード国語【現代文】 3/30（土） 19：50～21：20 野口（た）

4月

スタンダード国語【古文】 4/6（土） 18：00～19：30 堀

スタンダード数学 4/6（土） 19：50～21：20 山本（紀）

北摂三田高校数学 4/8（月） 19：50～21：20 湘田

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップレベル国公立大英語 3/30（土） 18：00～19：30 櫻井

トップレベル理系数学 3/30（土） 19：50～21：20 中田

ハイレベル数学ⅠAⅡB 3/30（土） 19：50～21：20 上高原

関関同立大現代文 3/27（水） 18：00～19：30 畑中

関関同立大英語 3/31（日） 14：00～15：30 江川

関関同立大古文 3/31（日） 15：50～17：20 瀬島

入試頻出英文法・語法 3/27（水） 19：50～21：20 下村

4月
神大理系数学 4/8（月） 18：00～19：30 湘田

神大英語 4/8（月） 19：50～21：20 三枝

甲子園教室 三田教室

 甲子園教室オリジナルイベント
対象 タイトル 実施日 時間 実施内容

新高3生 神大ガイダンス 3/7（木） 21：30～21：50

神大現役合格のサクセスストーリーをここから始めよう！
センター試験の配点比率が高く、高得点を取りたい神大入試。合格パ
ターンや合格体験記を経験豊富な教室長がお伝えします。
※神大チャレンジ終了後に実施します。ぜひあわせてご参加ください。

27 28

甲
子
園
教
室

三
田
教
室



各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ

各体験授業に対応する春期講習・高校グリーンコースの講座を確認！

　  講座レベル　　　　２ページ　　　 講座内容　　　　5～１0ページ●阪急豊中駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-463
豊中教室

●南海堺東駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-466
堺東教室

●阪急高槻市駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-461
高槻教室

●南海岸和田駅から徒歩5分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-468
岸和田教室

●阪神甲子園駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-476
甲子園教室

●JR・神戸電鉄 三田駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-477
三田教室

●近鉄大和西大寺駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-485
西大寺教室

●近鉄大和八木駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-486
八木教室

●阪急豊中駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-463
豊中教室

●南海堺東駅から徒歩3分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-466
堺東教室

●阪急高槻市駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-461
高槻教室

●南海岸和田駅から徒歩5分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-468
岸和田教室

●阪神甲子園駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-476
甲子園教室

●JR・神戸電鉄 三田駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-477
三田教室

●近鉄大和西大寺駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-485
西大寺教室

●近鉄大和八木駅から徒歩2分
［ 受付時間 ］15：00～19：30
7 0120-190-486
八木教室□ 他の学習イベントも要チェック！

新高３生対象 センター試験対策 春の陣
35ページ

□ 他の学習イベントも要チェック！

新高３生対象 センター試験対策 春の陣
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体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月下旬 トップ・ハイレベル英語 3/25（月） 18：00～19：30 赤井

4月

トップ・ハイレベル英語 4/7（日） 14：00～15：30 赤井

トップ・ハイレベル数学 4/7（日） 15：50～17：20 上村

スタンダード英語 4/6（土） 18：00～19：30 巽

スタンダード数学 4/6（土） 19：50～21：20 原（貴）

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月中旬 ONE WEX英語 3/15（金） 19：50～21：20 国松

3月
下旬

スタンダード数学 3/27（水） 18：00～19：30 若山

スタンダード英語 3/27（水） 19：50～21：20 山内

奈良高校理系数学 3/31（日） 18：00～19：30 杉原

4月
トップ・ハイレベル英語 4/5（金） 18：00～19：30 江川

トップ・ハイレベル数学 4/7（日） 18：00～19：30 上村

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

ONE WEX京大理系数学 3/27（水） 18：00～19：30 山本（敏）

ONE WEX京大英語 3/27（水） 19：50～21：20 白井

トップレベル理系数学 3/30（土） 19：50～21：20 影平

トップレベル文系数学 3/31（日） 19：50～21：20 杉原

阪大英語 3/31（日） 18：00～19：30 土橋

ハイレベル国公立大英語 3/30（土） 18：00～19：30 香川

関関同立大古文 3/31（日） 18：00～19：30 山本（ま）

関関同立大英語 3/31（日） 19：50～21：20 赤井

物理 3/23（土） 17：20～18：50 中出

化学 3/24（日） 17：20～18：50 大野

4月

トップレベル国公立大英語 4/6（土） 17：20～18：50 中村（雅）

トップレベル化学 4/6（土） 19：10～20：40 小松

トップレベル物理 4/7（日） 19：50～21：20 瀧澤

ハイレベル数学ⅠAⅡB 4/5（金） 19：50～21：20 小川

ハイレベル理系数学Ⅲ 4/7（日） 18：00～19：30 谷本

国公立大古典（論述対策） 4/7（日） 16：00～17：30 松岡

国公立大現代文（論述対策） 4/7（日） 17：50～19：20 青木

関関同立大現代文 4/5（金） 18：00～19：30 青木

関関同立大日本史 4/5（金） 19：50～21：20 高木

関関同立大世界史 4/6（土） 19：50～21：20 前田

スタンダード数学 4/5（金） 18：00～19：30 小川

スタンダード国公立大英語 4/5（金） 19：50～21：20 江川

入試頻出英文法・語法 4/6（土） 18：00～19：30 津留

 八木教室オリジナルイベント
対象 タイトル 教科 実施日 時間 講師 実施内容

畝傍高
新高1生 新高１畝傍高校入学前課題講座 数学 4/5（金） 14：00～15：30 信岡

高校合格説明会時に出された入学前課題につい
て、完成に向けたフォローと重要ポイントの解説を
実施します。

新高３生

「受験」化学の進め方 化学 4/5（金） 18：00～19：00 本瀬
いよいよ受験年度のスタートです！この講座で1年
間の学習の進め方を確認して、受験対策への大切
な一歩を踏み出しましょう！

「受験」物理の進め方 物理 4/6（土） 17：00～18：00 島田

「受験」日本史の進め方 日本史 4/11（木） 19：30～20：30 高木

体験授業
◯ 新高1生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル数学 3/27（水） 17：50～19：20 信岡

トップ・ハイレベル英語 3/30（土） 15：00～16：30 江川

4月

トップ・ハイレベル英語 4/7（日） 14：00～15：30 江川

トップ・ハイレベル数学 4/7（日） 15：50～17：20 信岡

スタンダード数学 4/6（土） 16：50～18：20 谷本

スタンダード英語 4/6（土） 18：40～20：10 西田

◯ 新高2生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
下旬

トップ・ハイレベル英語 3/30（土） 17：00～18：30 江川

トップ・ハイレベル数学 3/30（土） 18：50～20：20 一瀬

スタンダード英語 3/31（日） 18：00～19：30 西田

スタンダード数学 3/31（日） 19：50～21：20 髙戸

◯ 新高3生

月 講座名
講座レベル

実施日 時間 講師
基礎 標準 発展

3月
中旬

トップレベル国公立大英語 3/10（日） 18：00～19：30 青木

トップレベル理系数学 3/10（日） 19：50～21：20 岩坂

阪大英語 3/11（月） 19：50～21：20 土橋

神大英語 3/10（日） 15：00～16：30 片山

神大理系数学 3/10（日） 16：50～18：20 小川

国公立大現代文（論述対策） 3/11（月） 18：00～19：30 青木

3月
下旬

国公立大理系数学 3/31（日） 18：00～19：30 岩坂

国公立大文系数学 3/31（日） 18：00～19：30 信岡

国公立大英語 3/31（日） 19：50～21：20 片山

4月

国公立大古典（論述対策） 4/6（土） 16：50～18：20 山本（ま）

関関同立大現代文 4/5（金） 18：00～19：30 野村

関関同立大古文 4/5（金） 19：50～21：20 堀

関関同立大英語 4/7（日） 16：30～18：00 江川

スタンダード数学 4/6（土） 15：00～16：30 原（貴）

入試頻出英文法・語法 4/6（土） 18：40～20：10 阪村

西大寺教室 八木教室
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神大入試本番チャレンジ
校舎 教科 実施日 時間

神戸三宮校

英語

3/3（日）

14：10～15：30

理系数学 15：50～17：10

文系数学ⅠAⅡB 15：50～17：10

甲子園教室

英語

3/7（木）

18：20～19：40

理系数学 20：00～21：20

文系数学ⅠAⅡB 20：00～21：20

神大レクチャー
校舎 教科 実施日 時間 講師

神戸三宮校

理系数学

3/3（日）

17：40～19：10 木村

文系数学ⅠAⅡB 17：40～19：10 瀬古

英語 19：30～21：00 木多

甲子園教室

理系数学

3/12（火）

18：00～19：30 宮本

文系数学ⅠAⅡB 18：00～19：30 信岡

英語 19：50～21：20 三枝

東大入試本番チャレンジ
校舎 教科 実施日 時間

大阪校

理類数学
2/26（火）

18：00～20：30

文類数学 18：00～19：40

英語 2/27（水） 18：00～20：00

東大レクチャー
校舎 教科 実施日 時間 講師

大阪校

英語

3/12（火）

18：00～19：30 川口

理類数学 19：50～21：20 瀬戸山

文類数学 19：50～21：20 馬場

京大入試本番チャレンジ
校舎 教科 実施日 時間

大阪校

理系数学

3/10（日）

10：00～12：30

文系数学 10：30～12：30

英語 13：10～15：10

上本町校

理系数学

3/3（日）

10：40～13：10

文系数学 11：10～13：10

英語 13：50～15：50

天王寺校

理系数学

3/10（日）

12：00～14：30

文系数学 12：30～14：30

英語 14：50～16：50

京都校

理系数学

3/3（日）

9：00～11：30

文系数学 9：30～11：30

英語 12：10～14：10

神戸三宮校

英語

3/2（土）

15：00～17：00

理系数学 17：20～19：50

文系数学 17：20～19：20

高槻教室

英語

3/9（土）

15：00～17：00

理系数学 17：20～19：50

文系数学 17：20～19：20

京大レクチャー
校舎 教科 実施日 時間 講師

大阪校

理系数学

3/10（日）

15：30～17：00 大竹

文系数学 15：30～17：00 佐藤

英語 17：20～18：50 刀禰

上本町校

英語

3/12（火）

18：00～19：30 江本

理系数学 19：50～21：20 森井

文系数学 19：50～21：20 朝田

天王寺校

英語
3/11（月）

18：00～19：30 法山

文系数学 19：50～21：20 西浦

理系数学 3/14（木） 19：50～21：20 藤野

京都校

理系数学

3/11（月）

18：00～19：30 朝田

文系数学 18：00～19：30 川﨑

英語 19：50～21：20 中澤

神戸三宮校

理系数学

3/10（日）

18：00～19：30 宮本

文系数学 18：00～19：30 山本（敏）

英語 19：50～21：20 島原

高槻教室

英語

3/10（日）

18：00～19：30 胡摩﨑

理系数学 19：50～21：20 西浦

文系数学 19：50～21：20 上高原

阪大入試本番チャレンジ
校舎 教科 実施日 時間

大阪校

英語

3/12（火）

18：00～19：30

理系数学 19：50～21：30

文系数学ⅠAⅡB 19：50～21：20

上本町校

英語

3/2（土）

16：00～17：30

理系数学 17：50～19：30

文系数学ⅠAⅡB 17：50～19：20

天王寺校

英語

3/10（日）

9：30～11：00

理系数学 11：10～12：50

文系数学ⅠAⅡB 11：20～12：50

京都校

英語

3/3（日）

9：30～11：00

理系数学 11：20～13：00

文系数学ⅠAⅡB 11：20～12：50

高槻教室

英語

3/11（月）

17：00～18：30

理系数学 18：50～20：30

文系数学ⅠAⅡB 18：50～20：20

阪大レクチャー
校舎 教科 実施日 時間 講師

大阪校

英語
3/14（木）

18：00～19：30 木下

理系数学 19：50～21：20 池谷

文系数学ⅠAⅡB 3/16（土） 19：50～21：20 山本（敏）

上本町校

理系数学

3/14（木）

18：00～19：30 宮崎

文系数学ⅠAⅡB 18：00～19：30 馬場

英語 19：50～21：20 胡摩﨑

天王寺校

英語

3/10（日）

13：40～15：10 胡摩﨑

理系数学 15：30～17：00 影平

文系数学ⅠAⅡB 15：30～17：00 西浦

高槻教室

英語
3/12（火）

18：20～19：50 木下

文系数学ⅠAⅡB 20：10～21：40 上村

理系数学 3/24（日） 20：10～21：40 吉田（輝）

※チャレンジ（テスト）は、2019年度二次試験の問題を確認後、問題の原文著者未承諾での二次利用が、
　著者の著作権に抵触すると判断された場合は、該当問題を削除し実施する予定にしています。

※答案は実施日により返却時期が異なります。

※英語のリスニング問題についてのみ、本試験でなく東大の傾向に沿った別の問題にチャレンジしていただきます。

※理系数学は、新高3生の履修範囲を考慮し、解答する問題を指定して実施いたします。
※理系志望者で、二次試験の数学がⅡBまでしか課されない学部・学科を志望される方は、文系数学ⅠAⅡBにご参加ください。

※理系数学は、新高3生の履修範囲を考慮し、解答する問題を指定して実施いたします。
※英語は、外国語学部以外で実施する問題を使用します。
※理系志望者で、二次試験の数学がⅡBまでしか課されない学部・学科を志望される方は、文系数学ⅠAⅡBにご参加ください。

入試本番チャレンジ（テスト）
2019年度二次試験と同じ問題にチャレンジ！
入試本番まで残り1年。
今の自分の学力と入試で求められる
学力を確認して、
1年後の合格のイメージを描き、
本格的な受験勉強をスタートしよう！

答案は
採点して返却。
答案は1人ずつ採点し
返却します。
自分が間違えたポイントを
確認し、今後の学習指針を
立てましょう！

レクチャー（解説講義）
2019年度東大・京大・阪大・神大入試を
河合塾講師陣が解説し、攻略法を伝授します。
いずれも答案作成力が合格のための
大きなポイントになる大学ばかりです。
合格する答案を知り、これからの学習への
道筋をつけましょう！

東大／京大／阪大／神大 入試本番チャレンジ　（テスト）＆レクチャー（解説講義）

 東京大学  大阪大学

 神戸大学

 京都大学

二次試験対策イベント！
新高3生

対象

レクチャーのみの参加も可能です。
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※ご利用いただける自習室のタイプは、校舎・日程などにより異なります。

新高3生
対象

センター試験を有利に戦うためのコツを伝授！

センター試験対策 春の陣

高校入試期間中は学校に入れず、勉強できる環境がなくて困っている方も多いのでは？
そんな皆さんをサポートするために、河合塾では大阪府立高校入試期間中に自習室を開放します。
お気軽にお越しください。

新高２・３生
対象

入試期間中の勉強スペースを確保！

大阪府立高校入試期間 自習室開放

●実施日時：3/11（月）～19（火）9：30～21：00（最終受付20：00）
●実施校舎：上本町校・天王寺校

●利用方法：利用当日、生徒手帳など在籍高校がわかるものをお持ちのうえ、
1階の受付窓口で自習室利用の旨をお伝えください。
※複数校舎を利用する場合、各校舎で手続きが必要です。
※利用状況によっては自習室をご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

申込不要

河合塾講師（英語・数学）が2019年度入試合格者答案を分析し、
「合格できる答案」をつくるための勉強方法をお伝えします。

高校生と保護者
対象

2019年度 東大・京大・医学部医学科  
入試解析会

●実施日時・校舎：

天王寺校
現役生
専用自習室

上本町校
現役生
専用自習室

快適な自習室を体感してください！

2019年度大学入試センター試験の概況と、
国公立大医学部医学科の出願動向をレポートします。
「センター試験本番の分析」を河合塾が皆様にお届けします。
ぜひ、ご参加ください。

新高3生と保護者
対象

保護者のための

「センター試験医学科志望者」動向分析会

●実施日時：2/3（日）11：00～12：10
※終了後、河合塾のカリキュラム説明を行います。

●講 演 者：山口（医学科進学情報センター長）

●実施校舎：大阪校医進館

医学科入試の現状、仕組み、1年のスタートでの心構えなど、年度始めの重要な知識をフルにお伝えします。

高校生と保護者
対象

保護者のための

医学部入試の基礎知識

●実施日時：4/7（日）15：30～17：00
●講 演 者：中尾（英語科講師）・山口（医学科進学情報センター長）

●実施校舎：大阪校医進館

者：中尾（英語科講師）・山口（医学科進学情報センター長）

東大

京大

医学部医学科
※医学部医学科入試解析会は京大・阪大医学部医学科の合格者の答案を使用します。

大阪校…3/16（土）10：00～12：10
大阪校…3/21（木・祝）14：00～16：10
大阪校医進館…3/24（日）13：30～16：00

校舎 教科 実施日 時間 講師

大阪校

数学

3/17（日）

13：40～14：40 信岡

古文 14：55～15：55 阪上

英語 16：10～17：10 横井

上本町校

英語

3/21（木・祝）

15：20～16：20 木下

現代文 16：35～17：35 鈴木

数学 17：50～18：50 影平

天王寺校

数学

3/12（火）

17：00～18：00 山本（洋）

現代文 18：15～19：15 青木

英語 19：30～20：30 長谷川

京都校

古文

3/16（土）

15：00～16：00 塚野

英語 16：15～17：15 谷 

数学 17：30～18：30 住吉

神戸三宮校

現代文

3/10（日）

15：00～16：00 鈴木

数学 16：15～17：15 山本（洋）

英語 17：30～18：30 山崎

豊中教室

英語

3/2（土）

17：20～18：20 三枝

現代文 18：35～19：35 中田

数学 19：50～20：50 髙戸

校舎 教科 実施日 時間 講師

堺東教室

数学

3/30（土）

15：00～16：00 高嶋

英語 16：15～17：15 青木

現代文 17：30～18：30 野口（良）

岸和田教室

数学

3/10（日）

13：00～14：00 信岡

英語 14：15～15：15 松井

古文 15：30～16：30 阪上

甲子園教室

英語

3/3（日）

17：30～18：30 三枝

数学 18：45～19：45 岸

現代文 20：00～21：00 河田

三田教室

古文

3/10（日）

18：00～19：00 堀

英語 19：15～20：15 三枝

数学 20：30～21：30 湘田

西大寺教室

数学

3/27（水）

18：00～19：00 小川

古文 19：15～20：15 松岡

英語 20：30～21：30 香川

八木教室

数学

3/30（土）

18：00～19：00 信岡

英語 19：15～20：15 片山

古文 20：30～21：30 山本（ま）
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センター試験対策イベント・自習室解放新高2・3生
対象 東大・京大・医学部入試を分析高校生

保護者
対象



河合塾高校グリーンコースのカリキュラム・教材・チューター制度などについて詳しく説明し、

一人ひとりにあう受講プランを個別にご案内いたします。

内容
「現役合格への最適学習法」「河合塾の万全のサポートシステム」
「現役大学生による体験談」「個別進学相談」
※京都校、各現役生教室では「現役大学生による体験談」は行いません。

実施校舎

日程

大阪校・上本町校・天王寺校・京都校・神戸三宮校・豊中教室・高槻教室・
堺東教室・岸和田教室・甲子園教室・三田教室・西大寺教室・八木教室

時間

4/15（月）から開講します。授業の第1講から受講いただくには、
4/7（日）までにご参加いただくことをおすすめします。

2月 10（日）・24（日）

高１・２生／14：30～15：30　　高3生／16：30～17：30

4月 7（日）・14（日）・21（日）・28（日）

3月
2（土）・10（日）・16（土）・
23（土）・31（日）

5月 12（日）

日程 3/17（日）・4/6（土） 時間
高１・２生／14：30～15：30　　
高３生／16：30～17：30

実施校舎 大阪校医進館

新大学入試特別講演会

今がスタート！新入試を勝ち抜け！
●実施内容

新高3生と
保護者対象

●実施内容

PART 1 ▶

PART 2 ▶

PART 3 ▶

PART 1 ▶

PART 2 ▶

PART 3 ▶

新大学入試最新情報
変わる入試に向けてやるべきポイント
講師特別ガイダンス
「これからの入試で求められる『英語4技能』とは？」

最新！センター試験分析＆攻略
現役合格３つのポイント
講師特別ガイダンス
「ライバルに差をつける、現役合格に向けた勉強法」

親子で乗り切る大学受験

センター試験最後の年に受験するキミたちへ

●実施日時：3/24（日） ●会場：あべのハルカス

高校生・中学生
対象

「自分の将来」を一緒に考えてみませんか？

学びみらいプログラム
社会の変化に伴い、大学入試問題も変わり始めており、これからの時代はますます“伝える力”が重要になっていきます。
本プログラムを通じて“伝える力”を鍛え、自分の将来を考えるきっかけとしましょう！

医学部医学科志望者対象
入塾説明会

医学部医学科をめざす明確な意思を持つ高校生と保護者の皆様専用の入塾説明会を実施。
現役合格に向けた指導とおすすめ受講プランを詳しく説明いたします。

また、現役大学生による合格体験談も行います。

中学生・新高１・２生と
保護者対象

講演会終了後、河合塾のカリキュラム説明・個別相談を実施します。
「新大学入試特別講演会」・「親子で乗り切る大学受験」は、

学びみらいプログラム

校舎 実施日 時間 PART3
担当講師

大阪校 2/10（日） 11：00～12：30 清水

上本町校 2/10（日） 14：00～15：30 香川

天王寺校 2/17（日） 10：00～11：30 中村（雅）

京都校 2/17（日） 10：00～11：30 佐野

校舎 実施日 時間 PART3
担当講師

神戸三宮校 2/11（月・祝） 11：00～12：30 国松

高槻教室 2/17（日） 11：00～12：30 国松

堺東教室 2/10（日） 11：00～12：30 山内

甲子園教室 2/17（日） 13：30～15：00 中村（雅）

校舎 実施日 時間 PART3
担当講師

大阪校 2/24（日） 11：00～12：30 木下（英語）

上本町校 2/24（日） 13：00～14：30 木下（英語）

天王寺校 3/31（日） 11：00～12：30 胡摩﨑（英語）

京都校 2/17（日） 11：00～12：30 佐野（英語）

校舎 実施日 時間 PART3
担当講師

神戸三宮校 2/17（日） 15：00～16：30 慎（英語）

高槻教室 2/17（日） 14：00～15：30 木下（英語）

甲子園教室 2/10（日） 14：00～15：30 岸（数学）
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保護者講演会・特別講演会
中学生
高校生
保護者

対象
入塾説明会＆個別相談会高校生

保護者
対象



59601

校舎案内

大阪校

70120-070-471

大阪校医進館

70120-070-362

上本町校

70120-070-953

天王寺校

70120-070-014

京都校

70120-070-475

神戸三宮校

70120-070-526

豊中教室＊

70120-190-463

高槻教室＊

70120-190-461

堺東教室＊

70120-190-466

岸和田教室＊

70120-190-468

甲子園教室＊

70120-190-476

三田教室＊

70120-190-477

西大寺教室＊

70120-190-485

八木教室＊

70120-190-486
※（学）河合塾主催。ただし、＊は
　（株）河合塾進学研究社主催の校舎です。

受付時間

［ 大阪校・大阪校医進館・上本町校・天王寺校・京都校・神戸三宮校 ］

［各教室 ］

C o n t e n t s

2019年度 春期講習・高校グリーンコース

新高1・2・3対象 体験授業・イベント

❶

❸

❼

❽

❾

11

31

33

35

36

37

38

11：30～19：30

15：00～19：30

体験～入塾までの流れ

講座説明

新高1生 講座一覧

新高2生 講座一覧

新高3生 講座一覧

校舎別 体験授業時間割＆オリジナルイベント

新高１生対象 ご進学お祝いキャンペーン

新高３生対象 二次試験対策イベント

新高２・３生対象 センター試験対策イベント・自習室利用

東大・京大・医学部入試分析会

保護者講演会・特別講演会

入塾説明会＆個別相談会

答えは3ページに


