
２０１８年度　１学期　時間割　 5/8 版
大学受験総合コース

教室 時間
月 火 水 木 金 土

講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師 講座名 講師

山形 桧山 永井 上原 清水
安原

小守 関谷 中野 鈴木 池末

桧山 永井
山形 安原

関谷 中野

南越谷

永井

上原

永井 細島 杉田 香野 永井 横山

永井 細島 杉田 香野 永井 横山

本間
布川 永井

細島

布川 香野 本間
坂井 永井

坂井 細島 細島

浦和
和田

河野 小谷
細島

清水 安原 細島 河野 小谷

川越

佐々木 永井 坂井 横山 関谷

【1学期日程】：3/6（火）～3/26（月）、4/9（月）～7/21（土）
スクール21大学受験BeEX

大宮
西口

17:20~18：40

18:50~20：10
11123 ハイレベル英文法 31112 スタンダード現代文 11113 ハイレベル英文読解 41113 受験総合化学 11112 スタンダード英文読解（18：50~21：40） 21114 スタンダード数学ⅠAⅡB51111 受験総合日本史 21115 スタンダード数学Ⅲ 31115 スタンダード古文 51113 受験総合世界史 41111 受験総合物理

（18：50~21：40） （18：50~21：40） （18：50~21：40）

20:20~21：40
31111 ベーシック現代文 11122 スタンダード英文法

11111 ベーシック英文読解 21111 基礎強化数学
21116 ハイレベル数学ⅠＡⅡＢ 31114 ベーシック古文

17:20~18：40
11122　スタンダード英文法

41113 受験総合化学
（17：20~20：10）

18:50~20：10 11121 ベーシック英文法 31112 スタンダード現代文 21115 スタンダード数学Ⅲ 31115 スタンダード古文 11113 ハイレベル英文読解 21113 ベーシック数学ⅡB

20:20~21：40 11112 スタンダード英文読解 31111 ベーシック現代文 21111 基礎強化数学 31114 ベーシック古文 11111 ベーシック英文読解 21114 スタンダード数学ⅠAⅡB

春日部
東口

17:20~18：40

18:50~20：10
21116 ハイレベル数学ⅠAⅡB

11122 スタンダード英文法 11113 ハイレベル英文読解
31112 スタンダード現代文

20:20~21：40
11121 ベーシック英文法 31114 ベーシック古文 21114 スタンダード数学ⅠAⅡB

21111 基礎強化数学 11112 スタンダード英文読解
21115 スタンダード数学Ⅲ 31117 小論文 31111 ベーシック現代文

17:20~18：40

18:50~20：10
31114 ベーシック古文

21116 ハイレベル数学ⅠAⅡB 11111 ベーシック英文読解
31113 ハイレベル現代文

20:20~21：40 11115 トップレベル英語 21119 トップレベル数学ⅠAⅡB 31112 スタンダード現代文 21114 スタンダード数学ⅠAⅡB 11113 ハイレベル英文読解

17:20~18：40

18:50~20：10
6月より開講！

スタンダード英文法
6月より開講！

ハイレベル英文読解
6月より開講！

ハイレベル数学Ⅲ
6月より開講！

スタンダード数学ⅠAⅡB

20:20~21：40 11111 ベーシック英文読解 11112 スタンダード英文読解 21111 基礎強化数学 21113 ベーシック数学ⅡB 21116 ハイレベル数学ⅠAⅡB



志望校プラン別推奨講座
※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

難関国立・医学部プラン 難関国立・医学部プラン

中堅国立・早慶上理プラン 中堅国立・早慶上理プラン

・基礎強化数学

【国語】 【地歴・公民】
受験生 高２生 高１生 ◇日本史

難関国立・医学部プラン

日本史選択者は「受験総合日本史」を受講または映像授業を利用して下さい。

◇世界史

世界史選択者は「受験総合世界史」を受講または映像授業を利用して下さい。

中堅国立・早慶上理プラン
【理科】

◇ 物理

物理選択者は「受験総合物理」を受講または映像授業を利用して下さい。

◇ 化学

化学選択者は「受験総合化学」を受講または映像授業を利用して下さい。

◇ 生物

生物選択者は「受験総合生物」を受講または映像授業を利用して下さい。

・トップレベル英語
・ハイレベル英文法

・高２トップレベル英語
・スタンダード英文法

国立早慶MARCH
英数準備コース

でご受講ください。

・トップレベル数学ⅠAⅡB
・ハイレベル数学Ⅲ

・高２トップレベル数学
・スタンダード数学ⅠAⅡB

国立早慶MARCH
英数準備コース

でご受講ください。

・ハイレベル英文読解
・ハイレベル英文法

・スタンダード英文読解
・スタンダード英文法

・ハイレベル数学ⅠAⅡB
・ハイレベル数学Ⅲ

・スタンダード数学ⅠAⅡB
・基礎強化数学

国立・MARCHプラン
・スタンダード英文読解
・スタンダード英文法

・ベーシック英文読解
・ベーシック英文法 国立・MARCHプラン ・スタンダード数学ⅠAⅡB

・スタンダード数学Ⅲ
・ベーシック数学ⅠA
・基礎強化数学

準MARCHプラン
・ベーシック英文読解
・ベーシック英文法 ・ベーシック英文読解

・ベーシック英文法 準MARCHプラン
・ベーシック数学ⅠA
・ベーシック数学ⅡＢ
・スタンダード数学Ⅲ

・ハイレベル現代文
・ハイレベル古文
・小論文

・スタンダード現代文
・スタンダード古文

・ベーシック現代文
・ベーシック古文

・ハイレベル現代文
・ハイレベル古文
・小論文

・スタンダード現代文
・スタンダード古文

英数中心の
受講となります。国立・MARCHプラン

・スタンダード現代文
・スタンダード古文
・小論文

・ベーシック現代文
・ベーシック古文

準MARCHプラン
・スタンダード現代文
・スタンダード古文
・小論文

・ベーシック現代文
・ベーシック古文
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