
学校法人尚学院

2021年年年年

私大対策： 1月19日(火)

那覇尚学院

国公立二次対策：1月25日(月)

開講





期間：私大対策　1月19日（火）から　国公立二次対策1月25日（月）から開講期間：私大対策　1月19日（火）から　国公立二次対策1月25日（月）から開講期間：私大対策　1月19日（火）から　国公立二次対策1月25日（月）から開講期間：私大対策　1月19日（火）から　国公立二次対策1月25日（月）から開講

連続型・集中型の2タイプの講座でラストスパート連続型・集中型の2タイプの講座でラストスパート連続型・集中型の2タイプの講座でラストスパート連続型・集中型の2タイプの講座でラストスパート

志望校別・目的別の多彩な講座で万全の対策を志望校別・目的別の多彩な講座で万全の対策を志望校別・目的別の多彩な講座で万全の対策を志望校別・目的別の多彩な講座で万全の対策を

☆おススメ受講プラン☆おススメ受講プラン☆おススメ受講プラン☆おススメ受講プラン

☆小論文・面接指導☆小論文・面接指導☆小論文・面接指導☆小論文・面接指導

県外国公立　文系

連続

自由英作文・英文和訳、国公立・琉大二次現代文、県外国公立・琉大古典添削講座、国公立・

琉大英語長文読解

集中 英語基本英作文講座

テスト 大学別英語実戦テスト

県外国公立　理系

連続 数Ⅲ標準、数ⅠⅡ標準、物理、化学・生物標準

集中

テスト 大学別数学実戦テスト

難関大学文系

連続

難関英文解釈、自由英作文・和文英訳、難関大学別英語対策、数ⅠⅡAB応用、難関大学文系

数学対策、難関大学文理系数学添削講座、難関大学別現代文対策、難関大学古典添削講

座、世界史・日本史二次対策

集中 難関現代文集中講座

テスト 大学別実戦テスト

自由英作文・和文英訳、難関英文解釈、数Ⅲ応用、数ⅠⅡAB応用、物理・化学・生物応用、県

外国公立・琉大英語長文読解講座

琉大数学甲対策集中講座

琉大数学実戦テスト、琉大英語実戦テスト

難関英文解釈、自由英作文・和文英訳、難関大学別英語対策、数Ⅲ応用、数ⅠⅡAB応用、難

関大学理系数学対策、難関大学文理数学添削講座、物理・化学・生物応用

大学別実戦テスト

難関大学理系

連続

集中

テスト

連続

琉球大学　理系

琉球大学　文系（学科対策）

琉球大学　医学部医学科

集中

テスト

テスト

テスト

連続

２、大学別対策講座２、大学別対策講座２、大学別対策講座２、大学別対策講座

琉大英語実戦テスト

数Ⅲ標準・数ⅠⅡAB標準、物理、化学・生物標準

琉大数学（甲・乙）予想問題集中講座、琉大物理・化学・生物対策集中講座

琉大数学実戦テスト

自由英作文・和文英訳、国公立・琉大英語長文読解、国公立大・琉大二次記述現代文、県外

国公立・琉大古典添削講座

英語基本英作文講座

小論文は、「人文・社会系」「教育系」「医療系」に分けて、志望大学の傾向に即して、個別に時間を設定して、添削指

導を実施します。小論文担当窓口の照屋先生に相談のうえ、申し込んでください。面接も個別に時間を設定します。

第1週目は時間割記載の時間に集合してください。その後の指導予定を連絡します。

　　　　2021年　尚学院入試直前対策講座案内　　　　2021年　尚学院入試直前対策講座案内　　　　2021年　尚学院入試直前対策講座案内　　　　2021年　尚学院入試直前対策講座案内

国公立二次試験に向けて、4週間で計画的に仕上げて行く連続型の講座と、私大入試日程などを考慮しながら短期

で重要テーマを完成させる集中講座の2本立！この期間を最大限に活用する学習計画をサポートします

予想問題や過去問を用いて旧帝大などの難関大学と琉球大学の入試本番と同じ時間・形式で実施する大学別実戦大学別実戦大学別実戦大学別実戦

テスト演習テスト演習テスト演習テスト演習、旧帝大や琉球大学の大学別対策講座大学別対策講座大学別対策講座大学別対策講座、頻出テーマを完成させたり、基本事項を見直して得点力の底上

げをはかるテーマ別強化講座テーマ別強化講座テーマ別強化講座テーマ別強化講座など、志望と目的に合わせた多彩なメニューから選択できます。

１、大学別実戦テスト演習１、大学別実戦テスト演習１、大学別実戦テスト演習１、大学別実戦テスト演習

旧帝大などの難関大学と琉球大学を対象に、過去問や予想問題を

使用して、本番と同じ時間で実施する。英語・数学は添削指導も実

施。

「集中講座」「連続講座」において、大学別に形式または分野別に過

去問を演習したり、大学別に傾向に即した対策を行う。

受験大学

集中

３、テーマ別強化講座３、テーマ別強化講座３、テーマ別強化講座３、テーマ別強化講座

「集中講座」「連続講座」において、頻出テーマを完成させたり、基本

事項を見直して得点力の底上げをはかる。

講座プラン

連続

集中



連続講座     ＊4週間にわたって、曜日と時間を決めて開講する講座です。

教科 講座名 記号 回数

国公立・琉大英語長文読解 1103 4回

自由英作文・和文英訳 1102 8回

難関英文解釈 1104 4回

高3英語二次対策 1101 8回

難関大学別英語対策 1105 4回

数Ⅲ標準 1201 8回

数ⅠⅡAB標準 1205 8回

数Ⅲ応用 1204 8回

数ⅠⅡAB応用 1208 8回

難関大学文系数学対策 1210 4回

難関大学理系数学対策 1209 4回

難関大学文理系数学添削講座 1202 4回

高3標準数Ⅲ 1207 8回

高3標準数ⅠⅡAB 1203 8回

国公立大・琉大二次記述現

代文

1304 4回

県外国公立・琉大古典添削

講座

1302 4回

難関大学古典添削講座 1301 4回

難関大学別現代文対策 1303 4回

物理標準 1401 8回

生物標準 1402 8回

化学標準 1407 8回

応用物理 1404 8回

応用化学 1403 8回

応用生物 1405 8回

高3物理 1406 8回

高3生物 1408 8回

高3化学 1409 8回

世界史二次対策 1502 8回

日本史二次対策 1501 8回

人文・社会系小論文 1601 8回

教育系小論文 1602 8回

医療系小論文 1604 8回

面接 面接対策 1603 4回

＊小論文・面接対策講座は、上記時間を中心とし、個別に時間を設定して行います。

英語

金７

東大・京大・などの旧帝大、東工大などの難関大学対象に、数Ⅲを中心に学習す

る。

水７

県外国公立大学や琉球大学を志望する生徒向けの記述式問題（現代文）に特化し

た講座です。この講座を利用して、記述に対する苦手意識を払拭しながら、思考力

を涵養していきましょう。

木４

琉大（甲）を初めとした国公立大学や私立大学理系の、数Ⅲの総合対策講座。

火４・水5

琉大（乙）・琉大（甲）を初めとした、国公立大学理系の数ⅠⅡAB範囲の総合対策

講座。

火４・木４ 琉大医学科や県外国公立大理系を対象とした、ハイレベルな講座。

琉大医学科や県外国公立大理系・文系を対象とした、数ⅠⅡAB範囲のハイレベル

な講座。

金７

東大・京大・などの旧帝大、一橋大・神戸大などの難関大学対象に、数Ⅱの微分積

分を中心に学習する。

月７・火８

琉大（乙）・琉大（甲）を初めとした、国公立大学理系の数ⅠⅡAB範囲の総合対策

講座。現役高3生の受講できる時間帯に設置。※2月16日（火）は6時限目に変更。

時間割一覧で確認してください。

火７

水７・金７

月７

月５・水５

琉大医学科や難関県外国公立大理系を対象とした、ハイレベルな講座。※応用化

学は2月1日（月）の授業が2月5日（金）に移動となります。時間割一覧を確認してく

ださい。

月６

東大・京大などの旧帝大特有の古典問題の傾向に即した課題を与えて添削し指導

する講座。

東大・京大・などの旧帝大、東工大・一橋大・神戸大などの難関大学対象に、大学

別に予想問題を個別に添削指導する。

火６ 二次試験に面接がある受験生が対象。面接もしっかりと対策を行います。

月６・金６

琉球大学の教育学部(小学校学校教育・中学校社会科・特別支援)、県外国公立大

学の教育系学部を志望する受験生対象

琉大理系を初めとした国公立大学や私立大学理系の標準的な入試問題を演習して

いく。※物理標準と生物標準は2月1日（月）の授業は2月5日（金）に移動となりま

す。時間割一覧を確認してください。

琉大理系を初めとした国公立大学や私立大学理系の標準的な入試問題を演習して

いく。

※高3物理と高3生物は2月15日からは時間割に変更がありますので、時間割一覧

で確認してください。

二次世界史の論述対策を行う。

水６・金６

沖縄県立看護大学、県外国公立大学の医療系学部(歯学・薬学・保健・看護など)を

志望する受験生対象。

火５・金５

月５・水５

月４・水４

月８・金８

火７・木８

二次日本史の論述対策を行う。

水８・金８

時間割 講座内容

水６ 琉大を含め、記述式中心の問題の対策を行う、国公立大学の長文総合講座。

月８・金８ 琉大など多くの大学で課される自由英作文の対策を含む和文英訳の添削講座。

水８ 旧帝大を初めとする県外難関大学向けのハイレベル英文解釈講座。

月７・木７

琉大を含む国公立二次試験レベルの長文読解の総合的な対策を行う。補充・和

訳・記述・要約などの出題形式に合わせた解法を学び、練習を積む。

木５

東大・京大などの旧帝大、東工大・一橋大などの難関大学対象に、志望校別に対

応して添削指導を行う講座（添削指導は個別時間を設定します）。

小論文

国語

東大・京大などの旧帝大、一橋大・神戸大などの難関大学対象に、志望校別に対

応する講座。

琉大（甲）を初めとした国公立大学や私立大学理系の、数Ⅲの総合対策講座。現役

高3生の受講できる時間帯に設置。

月６・木６

社会

数学

月５・金５

火５・金５

月５・水５

理科

月４・水４

月４・水４

火５・木５

県外国公立大学や琉球大学を志望する生徒向けの大学別添削講座。志望大学の

傾向に即した問題を演習することで、得点の取り方を身に着ける。

琉球大学の人文社会学部(人間社会、琉球アジア文化)・国際地域創造学部(国際

地域創造)・県外国公立大学の人文系学部を志望する受験生対象。



集中講座　　集中講座　　集中講座　　集中講座　　＊日時を決めて、4コマで完結する講座です。＊日時を決めて、4コマで完結する講座です。＊日時を決めて、4コマで完結する講座です。＊日時を決めて、4コマで完結する講座です。

教科 講座名 記号

県外私大英語対策講座 2102

英語基本英作文講座 2103

沖国大英語対策講座 2102

琉大数学乙予想問題集中講座 2201

琉大数学甲予想問題集中講座 2202

国語 難関現代文　集中講座 2302

私大現代文　集中講座 2301

琉大物理対策集中講座 2402

琉大生物対策集中講座 2401

琉大化学対策集中講座 2403

社会 私大現社・政経 2501 1/20(7)・22(7)・27(7)・29(7)
私大特有の問題を解くことにより、解法の糸口をつかむ。

旧帝大及び難関大学志望者のために、集中的に難関

レベルの現代文対策を行う。

英語

数学

英語の文を作る時の基本的な考え方を学び、短文を作

成する練習を通して、英作文の基礎を習得する。

沖国大英語入試問題を独自に分析して出題傾向をつ

かみ、過去問の演習を繰り返して本番に向けた対策を

行う。

琉大の過去問などを解くことで、傾向を知り、重要事項

をまとめて自信をもって本番に臨む。

2/15(2)・2/16(2)・2/17(2)・2/18(2)

2/15(2)・2/16(2)・2/17(2)・2/18(2)

琉大の過去問及び予想問題を通して、重要事項をまと

め、自信をもって本番に臨めるようにする。

県外中堅私大を対象とした、総合的な対策を行う。選

択問題から語句整序、長文総合問題まで、様々な形式

の問題を扱う。1と2を合わせて受講することが望まし

い。

私大現代文記述対策を、大学別に個別に指導する。

2/15(3)・2/16(3)・2/17(3)・2/18(3)

2/3(6)・2/4(6)・2/10(6)・2/11(6)

1/20(6)・1/21(6)・1/27(6)・1/28(6)

2/15(3)・2/16(3)・2/17(3)・2/18(3)

2/15(6)・2/16(6)・2/17(6)・2/18(6)

講座内容

1/19(7)・1/21(7)・1/26(7)・1/28(7)

2/1(6)・2/2(6)・2/3(6)・2/4(6)

1/19(7)・1/21(7)・1/26(7)・1/28(7)

開講日（時限）



1月

記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師

6 2301 私大現代文　集中講座 津覇 2301 私大現代文　集中講座 津覇

7 2101 沖国大英語対策 平良 2501 私大現社・政経 照屋 2101 沖国大英語対策 平良 2501 私大現社・政経 照屋

2102 県外私大英語対策講座 玉城 2102 県外私大英語対策講座 玉城

2月

記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師

4 1401 物理標準 丸野 1204 数Ⅲ応用 川辺 1401 物理標準 丸野 1204 数Ⅲ応用 石川

1402 生物標準 山城秀 1205 数ⅠⅡAB標準 石川 1402 生物標準 山城秀 1304 国公立・琉大二次現代文 山城司

1403 応用化学 宮城 1403 応用化学 宮城

5 1404 応用物理 當真 1208 数ⅠⅡAB応用 石川 1404 応用物理 當真 1407 化学標準 宮城 1208 数ⅠⅡＡB応用 川辺

1405 応用生物 吉田 1407 化学標準 宮城 1405 応用生物 吉田 1105 難関大学別英語対策

仲宗根

/大城

1201 数Ⅲ標準 石川

1201 数Ⅲ標準 川辺 1502 世界史 照屋 1501 日本史 照屋 1502 世界史 照屋

1501 日本史 照屋 1205 数ⅠⅡAB標準 大見

6 1601 人文・社会系小論文 照屋 1603 面接対策 照屋 1604 医療系小論文 照屋 1601 人文・社会系小論文 照屋 1604 医療系小論文 照屋

1602 教育系小論文 仲間 1103 国公立・琉大英語長文読解 玉城 1602 教育系小論文 仲間

1301 難関大学古典添削講座 細田

2301 私大現代文　集中講座 津覇 2301 私大現代文　集中講座 津覇

7 1202 難関大学文理系数学添削講座 川辺 1408 高3生物 吉田 1207 高3標準数Ⅲ 川辺 1101 高3英語二次対策 玉城 1209 難関大学理系数学対策 山城貢

1203 高3標準数ⅠⅡAB 大見 1302 県外国公立・琉大古典添削講座 細田 1303 難関大学別現代文対策 津覇 1210 難関大学文系数学対策 石川

1101 高3英語二次対策 玉城 1207 高3標準数Ⅲ 川辺

2101 沖国大英語対策 平良 2501 私大現社・政経 照屋 2101 沖国大英語対策 平良 2501 私大現社・政経 照屋

2102 県外私大英語対策講座 玉城 2102 県外私大英語対策講座 玉城

8 1406 高3物理 石川 1203 高3標準数ⅠⅡAB 大見 1409 高3化学 宮城 1408 高3生物 吉田 1102 自由英作文・和文英訳 仲宗根

1102 自由英作文・和文英訳 仲宗根 1104 難関英文解釈 大城 1409 高3化学 宮城

1406 高3物理 石川

記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師

4 1204 数Ⅲ応用 川辺 1401 物理標準 丸野 1204 数Ⅲ応用 石川 1401 物理標準 丸野

1205 数ⅠⅡAB標準 石川 1402 生物標準 山城秀 1304 国公立・琉大二次現代文 山城司 1402 生物標準 山城秀

1403 応用化学 宮城 1403 応用化学 宮城

5 1404 応用物理 當真 1208 数ⅠⅡAB応用 石川 1404 応用物理 當真 1407 化学標準 宮城 1208 数ⅠⅡＡB応用 川辺

1405 応用生物 吉田 1407 化学標準 宮城 1405 応用生物 吉田 1105 難関大学別英語対策

仲宗根

/大城

1201 数Ⅲ標準 石川

1201 数Ⅲ標準 川辺 1502 世界史 照屋 1501 日本史 照屋 1502 世界史 照屋

1501 日本史 照屋 1205 数ⅠⅡAB標準 大見

6 1601 人文・社会系小論文 照屋 1603 面接対策 照屋 1604 医療系小論文 照屋 1601 人文・社会系小論文 照屋 1604 医療系小論文 照屋

1602 教育系小論文 仲間 1103 国公立・琉大英語長文読解 玉城 1602 教育系小論文 仲間

1301 難関大学古典添削講座 細田

2302 難関現代文集中講座 津覇 2302 難関現代文集中講座 津覇

2103 英語基本英作文講座 平良 2103 英語基本英作文講座 平良 2103 英語基本英作文講座 平良 2103 英語基本英作文講座 平良

7 1202 難関大学文理系数学添削講座 川辺 1408 高3生物 吉田 1207 高3標準数Ⅲ 川辺 1101 高3英語二次対策 玉城 1209 難関大学理系数学対策 山城貢

1203 高3標準数ⅠⅡAB 大見 1302 県外国公立・琉大古典添削講座 細田 1303 難関大学別現代文対策 津覇 1210 難関大学文系数学対策 石川

1101 高3英語二次対策 玉城 1207 高3標準数Ⅲ 川辺

8 1406 高3物理 石川 1203 高3標準数ⅠⅡAB 大見 1409 高3化学 宮城 1408 高3生物 吉田 1102 自由英作文・和文英訳 仲宗根

1102 自由英作文・和文英訳 仲宗根 1104 難関英文解釈 大城 1409 高3化学 宮城

1406 高3物理 石川

時

限

時間 種類

時

限

時間 種類

2021年那覇尚学院　入試直前対策講座講座　開講日程（学習スケジュールの確認に利用して下さい）

1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日

連続講座

18：50～

20：00

金 土月 火 水 木

14：30～

15：40

連続講座

連続講座

20：10～

21：20

連続講座

連続講座

17：10～

18：20

集中講座

連続講座

14：30～

15：40

15：50～

17：00

連続講座

17：10～

18：20

連続講座

集中講座

18：50～

20：00

連続講座

20：10～

21：20

連続講座

15：50～

17：00

テスト演習

2月6日

月 火 水 木 金 土

2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日

休み

集中講座

1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日

月 火 水 木 金 土

17：10～

18：20

集中講座

18：50～

20：00

連続講座

1月

時

限

時間 種類

1月18日

1



記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師

4 1401 物理標準 丸野 1204 数Ⅲ応用 川辺 1401 物理標準 丸野 1204 数Ⅲ応用 石川

1402 生物標準 山城秀 1205 数ⅠⅡAB標準 石川 1402 生物標準 山城秀 1304 国公立・琉大二次現代文 山城司

1403 応用化学 宮城 1403 応用化学 宮城

5 1404 応用物理 當真 1208 数ⅠⅡAB応用 石川 1404 応用物理 當真 1407 化学標準 宮城 1208 数ⅠⅡＡB応用 川辺

1405 応用生物 吉田 1407 化学標準 宮城 1405 応用生物 吉田 1105 難関大学別英語対策

仲宗根

/大城

1201 数Ⅲ標準 石川

1201 数Ⅲ標準 川辺 1502 世界史 照屋 1501 日本史 照屋 1502 世界史 照屋

1501 日本史 照屋 1205 数ⅠⅡAB標準 大見

6 1601 人文・社会系小論文 照屋 1603 面接対策 照屋 1604 医療系小論文 照屋 1601 人文・社会系小論文 照屋 1604 医療系小論文 照屋

1602 教育系小論文 仲間 1103 国公立・琉大英語長文読解 玉城 1602 教育系小論文 仲間

1301 難関大学古典添削講座 細田

2302 難関現代文集中講座 津覇 2302 難関現代文集中講座 津覇

7 1202 難関大学文理系数学添削講座 川辺 1408 高3生物 吉田 1207 高3標準数Ⅲ 川辺 1101 高3英語二次対策 玉城 1209 難関大学理系数学対策 山城貢

1203 高3標準数ⅠⅡAB 大見 1302 県外国公立・琉大古典添削講座 細田 1303 難関大学別現代文対策 津覇 1210 難関大学文系数学対策 石川

1101 高3英語二次対策 玉城 1207 高3標準数Ⅲ 川辺

8 1406 高3物理 石川 1203 高3標準数ⅠⅡAB 大見 1409 高3化学 宮城 1408 高3生物 吉田 1102 自由英作文・和文英訳 仲宗根

1102 自由英作文・和文英訳 仲宗根 1104 難関英文解釈 大城 1409 高3化学 宮城

1406 高3物理 石川

記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師 記号 講座 講師

2401 琉大生物対策集中講座 山城秀 2401 琉大生物対策集中講座 山城秀 2401 琉大生物対策集中講座 山城秀 2401 琉大生物対策集中講座 山城秀

2402 琉大物理対策集中講座 丸野 2402 琉大物理対策集中講座 丸野 2402 琉大物理対策集中講座 丸野 2402 琉大物理対策集中講座 丸野

2201 琉大数学乙予想問題集中講座 大見 2201 琉大数学乙予想問題集中講座 大見 2201 琉大数学乙予想問題集中講座 大見 2201 琉大数学乙予想問題集中講座 大見

2202 琉大数学甲予想問題集中講座 川辺 2202 琉大数学甲予想問題集中講座 川辺 2202 琉大数学甲予想問題集中講座 川辺 2202 琉大数学甲予想問題集中講座 川辺

4 1401 物理標準 丸野 1204 数Ⅲ応用 川辺 1401 物理標準 丸野 1204 数Ⅲ応用 石川

1402 生物標準 山城秀 1205 数ⅠⅡAB標準 石川 1402 生物標準 山城秀 1304 国公立・琉大二次現代文 山城司

1403 応用化学 宮城 1403 応用化学 宮城

5 1404 応用物理 當真 1208 数ⅠⅡAB応用 石川 1404 応用物理 當真 1407 化学標準 宮城 1208 数ⅠⅡＡB応用 川辺

1405 応用生物 吉田 1407 化学標準 宮城 1405 応用生物 吉田 1105 難関大学別英語対策

仲宗根

/大城

1201 数Ⅲ標準 石川

1201 数Ⅲ標準 川辺 1502 世界史 照屋 1501 日本史 照屋 1502 世界史 照屋

1501 日本史 照屋 1205 数ⅠⅡAB標準 大見

6 1601 人文・社会系小論文 照屋 1603 面接対策 照屋 1604 医療系小論文 照屋 1601 人文・社会系小論文 照屋 1604 医療系小論文 照屋

1602 教育系小論文 仲間 1203 高3標準数ⅠⅡAB 大見 1103 国公立・琉大英語長文読解 玉城 1408 高3生物 吉田 1602 教育系小論文 仲間

1301 難関大学古典添削講座 細田 1406 高3物理 石川

1406 高3物理 石川

2403 琉大化学対策集中講座 宮城 2403 琉大化学対策集中講座 宮城 2403 琉大化学対策集中講座 宮城 2403 琉大化学対策集中講座 宮城

7 1202 難関大学文理系数学添削講座 川辺 1408 高3生物 吉田 1207 高3標準数Ⅲ 川辺 1101 高3英語二次対策 玉城 1209 難関大学理系数学対策 山城貢

1203 高3標準数ⅠⅡAB 大見 1302 県外国公立・琉大古典添削講座 細田 1303 難関大学別現代文対策 津覇 1210 難関大学文系数学対策 石川

1101 高3英語二次対策 玉城 1207 高3標準数Ⅲ 川辺

8 1102 自由英作文・和文英訳 仲宗根 1104 難関英文解釈 大城 1102 自由英作文・和文英訳 仲宗根

1409 高3化学 宮城 1409 高3化学 宮城

種類

2月13日

月 火 水 木 金 土

2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日

3

12：10～

13：20

時

限

時間 種類

18：50～

20：00

連続講座

15：50～

17：00

連続講座

17：10～

18：20

連続講座

集中講座

連続講座

14：30～

15：40

20：10～

21：20

連続講座

連続講座

15：50～

17：00

連続講座

17：10～

18：20

連続講座

集中講座

14：30～

15：40

18：50～

20：00

連続講座

2

10：50～

12：00

集中講座

集中講座

2月17日 2月18日 2月19日

金

時

限

時間

月 火 水 木

20：10～

21：20

連続講座

土

2月15日 2月16日

テスト演習

2月20日

2


