
夏期講習 時間割 浦和教室 6/26 版

7/18 21431 高橋 11492 清水 11421 清水
（火） 〈場合の数と確率〉

21441 高橋
〈数列〉

7/21 31441 センター・私大古文（文法） 香野
（金）

7/24
（月） 21471 国立早慶数学Ⅲ 坂井 11451 清水 11405 超速理解！ 清水

〈極限・微分〉 英語マスターへの道②

21411 坂井 21401 高２トップレベル総合数学 坂井
7/27
（木）

　休館日（教室クローズ）

7/31
（月） 21472 国立早慶数学Ⅲ 高橋 21432 高橋 21422 高橋

〈複素数平面〉 〈数列〉 〈ベクトル〉

41423 受験総合化学① 上原 41424 受験総合化学② 上原
8/3
（木）

　休館日（教室クローズ）

　【受験生対象】夏期特訓講座①（英語＠大宮教室）（数学・国語＠南越谷教室）

　休館日（教室クローズ）

　【受験生対象】夏期特訓講座②（英語＠春日部東口教室）（数学・国語＠浦和教室）

　休館日（教室クローズ）

8/18 11422 小谷 21412 坂井
（金） 〈数Ⅱ指数関数と対数関数

31442 センター・私大古文（読解） 香野 31452 香野

8/22
（火）

　第４期中の８／２０（日）は休館日（教室クローズ）となります。

8/25 11461 国立早慶英語長文Ａ 清水 11431 清水
（金）

21442 河野
〈ベクトル〉

8/29
（火）

　第５期中の８／２７（日）は休館日（教室クローズ）となります。

BeEX大学受験総合コース 2017年度　

１限　14:10～15:30 ２限　15:40～17:00 ３限　17:20～18:40 ４限　18:50～20:10 ５限　20:20～21:40

第
１
期

GMARCH数学ⅠAⅡB 国立GMARCH英文法 国立GMARCH英語への
ファーストステップA

国立早慶数学ⅠAⅡB

7/22（土）

7/23（日）

第
２
期

国立GMARCH英語長文A

基礎強化数学ⅠAⅡB
〈数ⅠA＋Ⅱ集中特訓〉

7/28（金）

7/29（土）

7/30（日）

第
３
期

GMARCH数学ⅠAⅡB センター・準MARCH数学ⅡB

8/4（金）

8/5（土）

8/6（日）
～

8/9（水）

8/10（木）
～

8/12（土）

8/13（日）
～

8/16（水）

8/17（木）

第
４
期

国立GMARCH英語への 基礎強化数学ⅠAⅡB
ファーストステップB

GMARCH古文（読解）

8/23（水）

8/24（木）

第
５
期

国立GMARCH英文精読Ａ

国立早慶数学ⅠAⅡB

8/30（水）

8/31（木）

7/16（日）14：00～16：00　　11401　　超速理解！英語マスターへの道①　　古川

7/29（土）13：00～15：00　　11403　　超速理解！英語マスターへの道①　　小谷

7/22（土）16：00～18：00　　11402　　超速理解！英語マスターへの道①　　広川

7/22（土）　18：50～21：40
7/23（日）　14：10～17：00　　51412　　受験総合日本史①　　石寺

7/28（金）　17：20～21：40　　
7/29（土）　17：20～18：40　　51413　　受験総合日本史②　　石寺

7/29（土）　18：50～21：40　　51414　　受験総合日本史③（前）　　石寺

7/21（金）　14：10～17：00　　51422　　受験総合世界史①（前）　　窪谷

8/4（金）　18：50～21：40　　51414　　受験総合日本史③（後）　　石寺

8/30（水）・31（木）　18：50～21：40　　31432　　国立早大現代文B　　細島

8/30（水）・31（木）　18：50～21：40　　41415　　受験総合物理③　　関谷

8/23（水）・24（木）　18：50～21：40　　31484　　小論文〈実践編〉　　細島

8/23（水）・24（木）　18：50～21：40　　51415　　受験総合日本史④　石寺

7/28（金）・29（土）　14：10～17：00
　41413　　受験総合物理①　　関谷

8/23（水）・24（木）　14：10～17：00　　41414　　受験総合物理②　　関谷

8/25（金）・26（土）　17：20～20：10　　31412　　現代文　小説の鍛錬　　川島

7/22（土）・7/23（日）14：10～17：00　　31431　　国立早大現代文Ａ　　細島　　

8/6（日）　18：00～20：50　　51422　　受験総合世界史①（後）　　窪谷

8/18（金）・21（月）・22（火）　10：30～11：50　　
51423　　受験総合世界史②（前）　　窪谷

8/23（水）　10：30～11：50　　51423　　受験総合世界史②（後）　　窪谷



１．受講相談・申し込み日程 ３．申し込みについて

受講相談・申込開始日
■スタッフと相談の上、プランと受講講座を決定してください。
■受付に申込確認書を提出してください。
■受講カードに受講講座を記入したのち、

コンビニ票を発行しますので、そちらを使ってお支払いください。
■スタッフと相談の上、プランを決定してください。
■プランを決定後、原則としてプラン毎の推奨講座を受講して下さい。 《単科コース費用》　　　 １講座（３２０分）　１６，０００円（税込）
■受講講座決定後、受講カードに受講講座を記入してください。

《夏期無制限コース費用》 高１、高２　　８０，０００円

受験生 １２８，０００円

２．テキスト配布日・配布時間

４．プラン別推奨講座 ※教室によって開講講座が異なる場合があります。

【英語】 【数学】 
受験生 高２生 高１生 受験生 高２生 高１生

英文解釈 難関国立・医学部プラン

英文法 ・国立早慶英文法

英文解釈

英文法 ・国立早慶英文法

英文解釈

英文法

英文解釈

英文法

【国語】 【地歴・公民】
受験生 高２生 高１生 ◇日本史

現代文 日本史選択者は「受験総合日本史①②③④」を受講して下さい。

古文
漢文 ・センター・私大漢文 ◇世界史
小論文 世界史選択者は「受験総合世界史①②」を受講して下さい。

現代文

古文
漢文 ・センター・私大漢文 【理科】
小論文 ◇ 物理
現代文 物理選択者は「受験総合物理①②③」を受講して下さい。

古文
漢文 ・センター・私大漢文 ◇ 化学
小論文 化学選択者は「受験総合化学①②」を受講して下さい。

現代文

古文 ◇ 生物
生物選択者は「受験総合生物①②」を受講して下さい。漢文 ・センター・私大漢文

小論文

２０１７年度　夏期講習　受講要項　BeEX大学受験総合コース

6/1（木）～

7/13（木）～7/15（土）　14：00～22：00　　　　　

難関国立・
医学部プラン

・難関国立・医学部英語①
・難関国立・医学部英語②
・国立早慶英語長文

・高２トップレベル英語①
・高２トップレベル英語②

・準MARCH英語長文
・国立GMARCH英文精読

・難関国立・医学部数学ⅠAⅡB①
・難関国立・医学部数学ⅠAⅡB②

・高２トップレベル数学
・GMARCH数学ⅠAⅡB①
・GMARCH数学ⅠAⅡB②
・高２ステップアップ数学ⅠA

・センター・準MARCH数学ⅠA
・センター・準MARCH数学ⅡB・難関国立・医学部数学Ⅲ①

・難関国立・医学部数学Ⅲ②
・国立GMARCH英文法 ・準MARCH英文法

中堅国立・早慶上理
プラン

・国立早慶数学ⅠAⅡB①
・国立早慶数学ⅠAⅡB② ・GMARCH数学ⅠAⅡB①

・GMARCH数学ⅠAⅡB②
・高２ステップアップ数学ⅠA

早慶・GMARCH
英数準備コース

でご受講ください。

中堅国立・
早慶上理プラン

・国立早慶英語長文①
・国立早慶英語長文②
・国立早慶英語長文③

・国立GMARCH英語長文
・国立GMARCH英文精読

早慶・GMARCH
英数準備コース
でご受講ください。

・国立早慶数学Ⅲ①
・国立早慶数学Ⅲ②

・国立GMARCH英文法

国立・MARCHプラン

・GMARCH数学ⅠAⅡB①
・GMARCH数学ⅠAⅡB② ・センター・準MARCH数学ⅠA

・センター・準MARCH数学ⅡB
・基礎強化数学ⅠAⅡB①
・基礎強化数学ⅠAⅡB②

国立・MARCH
プラン

・国立GMARCH英語長文①
・国立GMARCH英語長文②
・国立GMARCH英語長文③
・国立GMARCH英文精読

・準MARCH英語長文
・国立GMARCH英文精読

・GMARCH数学Ⅲ①
・GMARCH数学Ⅲ②
・GMARCH数学Ⅲ③

準MARCHプラン

・センター・準MARCH数学ⅠA
・センター・準MARCH 数学ⅡB・基礎強化数学ⅠAⅡB①

・基礎強化数学ⅠAⅡB②
・ 数学個別指導クラス

・国立GMARCH英文法 ・準MARCH英文法
・GMARCH数学Ⅲ①
・GMARCH数学Ⅲ②
・GMARCH数学Ⅲ③

準MARCH
プラン

・準MARCH英語長文①
・準MARCH英語長文②
・準MARCH英語長文③
・国立GMARCH英語への
　　　　　　　　　ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ

・国立GMARCH英語への
　　　　　　　　ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ①
・国立GMARCH英語への
　　　　　　　　ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ②

・準MARCH英文法

難関国立・
医学部プラン

・国立早大現代文A
・国立早大現代文B

・GMARCH現代文A
・GMARCH現代文B
・GMARCH古文（文法）
・GMARCH古文（読解）

・センター・私大現代文
・センター・私大古文（文法）
・センター・私大古文（読解）

・国立早大古文A
・GMARCH古文（読解）

・夏から始める小論文
・小論文（実践編）

中堅国立・
早慶上理プラン

・国立早大現代文A
・国立早大現代文B

・GMARCH現代文A
・GMARCH現代文B
・GMARCH古文（文法）
・GMARCH古文（読解）

英数中心の
受講となります。

・国立早大古文A
・GMARCH古文（読解）

・夏から始める小論文
・小論文（実践編）

国立・MARCH
プラン

・GMARCH現代文A
・GMARCH現代文B 

・センター・私大現代文
・センター・私大古文（文法）
・センター・私大古文（読解）

・GMARCH古文（文法）
・GMARCH古文（読解）

・夏から始める小論文
・小論文（実践編）

準MARCH
プラン

・センター・私大現代文
・現代文　小説の鍛錬

・センター・私大現代文
・センター・私大古文（文法）
・センター・私大古文（読解）

・センター・私大古文（文法）
・センター・私大古文（読解）

・夏から始める小論文
・小論文（実践編）
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