
共テ英語 ２次英語 私大英語 共テ古典 難関国語 私大現代文

Ａ① 難関 早慶上智 Ａ ① 共通

湯浅 大澤 大澤 根井 根井 西村

共テ英語 ２次英語 私大英語 共テ古典 難関国語 私大古典

Ａ② ＳＳ ＭＡＲＣＨ Ｂ ② 共通

湯浅 大澤 湯浅 根井 根井 西村

共テ英語 ２次英語 私大英語 共テ古典 記述現代文

Ｂ① Ｓ-Ａ 標準 Ｃ ＳＳ/Ｓ

湯浅 大澤 湯浅 根井 西村

共テ英語 ２次英語 英作文 共テ古典 記述現代文

Ｂ② Ｓ-Ｂ 難関 Ｄ ＭＧ

湯浅 大澤 ＺＯＥ 根井 西村

共テ英語 ２次英語 英作文 共テ現代文 記述古典

Ｃ① ＭＧ-Ａ ＳＳ/Ｓ Ａ ＳＳ/Ｓ

湯浅 大澤 ＺＯＥ 西村 根井

共テ英語 ２次英語 英作文 共テ現代文 記述古典

Ｃ② ＭＧ-Ｂ ＭＧ Ｂ ＭＧ

湯浅 大澤 ＺＯＥ 西村 根井

英文法 英文解釈 東大ﾘｽﾆﾝｸﾞ

準動詞① 発展 難関

高瀬 高瀬 大澤 共テ物理 記述物理 記述化学

英文法 共通 難関 難関

準動詞② 中谷 齊藤 齊藤

高瀬 共テ化学 記述物理 記述化学

共通 ＳＳ ＳＳ/Ｓ①

齊藤 中谷 三国

共テ生物 記述物理 記述化学

共通 Ｓ ＳＳ/Ｓ②

共テ数ⅠＡ 数ⅠＡⅡＢ 数Ⅲ 池田 中谷 三国

Ａ 難関① 難関 共テ物理基礎 記述物理 記述化学

窪田 窪田 石田 共通 ＭＧ ＭＧ

共テ数ⅠＡ 数ⅠＡⅡＢ 数Ⅲ 中谷 中谷 三国

Ｂ 難関② ＳＳ/Ｓ-Ａ 共テ化学基礎 記述生物

窪田 窪田 石田 共通 ＳＳ・Ｓ

共テ数ⅠＡ 数ⅠＡⅡＢ 数Ⅲ 齊藤 池田

Ｃ ＳＳ ＳＳ/Ｓ-Ｂ 共テ生物基礎 記述生物

窪田 窪田 石田 共通 ＭＧ

共テ数ⅠＡ 数ⅠＡⅡＢ 数Ⅲ 池田 池田

Ｄ Ｓ-Ａ ＭＧ-Ａ

窪田 窪田 石田

共テ数ⅡＢ 数ⅠＡⅡＢ 数Ⅲ 共テ日本史 共テ世界史 私大世界史

Ａ Ｓ-Ｂ ＭＧ-Ｂ 文化史Ａ 戦後史特講 共通

早瀬 早瀬 石田 竹島 富永 富永

共テ数ⅡＢ 数ⅠＡⅡＢ 共テ日本史 共テ政経現社 東大日本史

Ｂ Ｓ-Ｃ 文化史Ｂ 国際分野 難関

早瀬 早瀬 竹島 竹島 竹島

共テ数ⅡＢ 数ⅠＡⅡＢ 共テ地理 共テ倫理 東大世界史

Ｃ ＭＧ-Ａ 現代社会の課題Ａ 日本の思想 難関

早瀬 早瀬 富永 富永 富永

共テ数ⅡＢ 数ⅠＡⅡＢ 共テ地理 私大日本史 東大地理

Ｄ ＭＧ-Ｂ 現代社会の課題Ｂ 共通 難関

早瀬 早瀬 富永 竹島 竹島

英語 国語

理科

社会

富山育英予備校　2020夏期講習　【講座一覧】

数学



■Ａ日程　7/27(月)～31(金) ■Ｄ日程　8/17(月)～21(金)
9:10 ２次英語 数ⅠＡⅡＢ 記述現代文 9:10 数ⅠＡⅡＢ ２次英語 共テ地理

～ Ｓ-Ａ 難関① ＭＧ ～ 難関② ＭＧ-Ｂ 現代社会の課題Ｂ

10:30 大澤 窪田 西村 10:30 窪田 大澤 富永

10:40 ２次英語 数Ⅲ 私大古典 共テ古典 共テ倫理 10:40 共テ数ⅠＡ 共テ古典 私大英語

～ ＭＧ-Ａ ＳＳ/Ｓ-Ａ 共通 Ａ 日本の思想 ～ Ｃ Ｃ ＭＡＲＣＨ

12:00 大澤 石田 西村 根井 富永 12:00 窪田 根井 湯浅

12:40 共テ英語 共テ数ⅠＡ 共テ物理基礎 難関国語 12:40 ２次英語 共テ化学 記述古典 英作文

～ Ａ① Ａ 共通 ① ～ Ｓ-Ｂ 共通 ＳＳ/Ｓ ＭＧ

14:00 湯浅 窪田 中谷 根井 14:00 大澤 齊藤 根井 ＺＯＥ

14:10 記述物理 記述物理 共テ生物 数ⅠＡⅡＢ 東大世界史 14:10 共テ数ⅡＢ 記述化学 私大世界史 英作文 記述生物

～ 難関 ＳＳ 共通 ＭＧ-Ａ 難関 ～ Ｃ 難関 共通 ＳＳ/Ｓ ＭＧ

15:30 齊藤 中谷 池田 早瀬 富永 15:30 早瀬 齊藤 富永 ＺＯＥ 池田

15:40 共テ英語 共テ物理 記述生物 共テ数ⅡＢ 共テ地理 15:40 共テ英語 数ⅠＡⅡＢ 英作文 共テ生物基礎

～ Ｂ① 共通 ＳＳ・Ｓ Ａ 現代社会の課題Ａ ～ Ｃ① Ｓ-Ｂ 難関 共通

17:00 湯浅 中谷 池田 早瀬 富永 17:00 湯浅 早瀬 ＺＯＥ 池田

■Ｂ日程　8/3(月)～7(金) ■Ｅ日程　8/24(月)～28(金)
9:10 ２次英語 共テ現代文 私大日本史 9:10 ２次英語 共テ数ⅠＡ 記述現代文

～ ＳＳ Ａ 共通 ～ 難関 Ｄ ＳＳ/Ｓ

10:30 大澤 西村 竹島 10:30 大澤 窪田 西村

10:40 数Ⅲ 共テ古典 私大現代文 東大日本史 10:40 私大英語 数Ⅲ 共テ現代文 共テ古典 東大地理

～ 難関 Ｂ 共通 難関 ～ 早慶上智 ＭＧ-Ｂ Ｂ Ｄ 難関

12:00 石田 根井 西村 竹島 12:00 大澤 石田 西村 根井 竹島

12:40 共テ英語 記述化学 難関国語 共テ日本史 12:40 共テ世界史 数ⅠＡⅡＢ 私大英語 記述古典

～ Ａ② ＭＧ ② 文化史Ａ ～ 戦後史特講 ＳＳ 標準 ＭＧ

14:00 湯浅 三国 根井 竹島 14:00 富永 窪田 湯浅 根井

14:10 共テ数ⅡＢ 記述化学 東大ﾘｽﾆﾝｸﾞ 共テ化学基礎 14:10 数ⅠＡⅡＢ 記述物理 共テ政経現社 英文解釈

～ Ｂ ＳＳ/Ｓ① 難関 共通 ～ Ｓ-Ｃ ＭＧ 国際分野 発展

15:30 早瀬 三国 大澤 齊藤 15:30 早瀬 中谷 竹島 高瀬

15:40 数ⅠＡⅡＢ 記述化学 英文法 共テ英語 15:40 共テ数ⅡＢ 記述物理 共テ英語 英文法

～ ＭＧ-Ｂ ＳＳ/Ｓ② 準動詞① Ｂ② ～ Ｄ Ｓ Ｃ② 準動詞②

17:00 早瀬 三国 高瀬 湯浅 17:00 早瀬 中谷 湯浅 高瀬

■Ｃ日程　8/11(火)～15(土)
9:10 共テ数ⅠＡ ※　ＡＢＣＤが付いている講座は内容が同じです。

～ Ｂ ※　①②が付いている講座は連続です。
10:30 窪田 　　受講する際は両方とも登録して下さい。

10:40 数ⅠＡⅡＢ ※　申し込み後の受講ｷｬﾝｾﾙ、講座変更は出来ません。

～ Ｓ-Ａ ※　上記時間割の受講講座に○をつけて下さい。
12:00 窪田 ※　授業教室は後日決定します。<校舎内掲示で確認>

12:40 数Ⅲ ※　高卒生対象です。現役生は受講出来ません。

～ ＭＧ-Ａ

14:00 石田 ◎１講座(80分×5日間)…9500円 (税込・テキスト代含む)

14:10 数Ⅲ 共テ日本史

～ ＳＳ/Ｓ-Ｂ 文化史Ｂ

15:30 石田 竹島

氏名 受講講座数 講座

住所 電話

 　富山育英予備校

 〒930-0005 富山市新桜町 2-18　℡(076)433-2325
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