
#N/A さんあなたの受講数は、 #N/A です。 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

No. 0 夏休み振替え講座数は、 #N/A です。 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

2017/6/27時点

1ターム 7/20~7/22 木～土 7ターム 8/14～8/16 月～水

時間帯/教室 4A 4B 3A 2F 時間帯/教室 4A 4B 3A 3B 2F

14：00～15：40 14：00～15：40 高3受験数Ⅲ[標準～応用]

16：00～17：40 高1土佐理科 【限定講座Ｍ】 高3受験数学ⅠAⅡB[標準]<思考編> 【限定講座Ｂ】 演習編11

18：00～19：40 高3受験英語 [基礎] 高2受験数Ⅲ[標準] 高1英文法[標準] 高2、高3　数学B、解ける漸化式解法パターン12[基礎～標準] 高2　英検2級対策講座[標準～応用]

20：00～21：40 高2追手前STUDY 高1受験数学ⅠAⅡB[標準]＜思考編＞ 中3土佐英語 私大・センター対策

18：00～19：40 高3受験英語 [基礎] 高2受験数Ⅲ[標準] 高3受験英語 [標準] 高1土佐女子数学

2ターム 7/24～7/26 月～水 20：00～21：40 高1追手前STUDY 高1土佐数学 高1学芸数学 演習編12

時間帯/教室 4A 4B 3A 2F 8ターム 8/17～8/19 木～土

14：00～15：40

【限定講座Ｊ】 時間帯/教室 4A 4B 3A 3B 2F

高3　高知大・医（AO)　化-物 対策 【限定講座Ｋ】 高3受験数学ⅠAⅡB [応用]

18：00～19：40 中3土佐理科 高3受験数学ⅠAⅡB[標準]<思考編> 高2土佐女子STUDY
定着度確認

テスト　1

定着度確認テ

スト　2

定着度確認

テスト　3
個別国語(青木）や 高1、高2　数学Ⅰ・Ⅱ等式・不等式による処理条件のマスター

20：00～21：40 高1土佐塾数学 高3受験化学 高2受験生物 個別国語(青木）た 　　[基礎～標準]　全国模試対策、入試基礎力養成

16：00～17：40 高3受験数学ⅠAⅡB[標準]<実践編> 高3受験数Ⅲ[標準～応用] 高2受験英語 [応用] 国語論理エンジン

3ターム 7/27～7/29 木～土 18：00～19：40 高3受験数学ⅠAⅡＢ[基礎] 高2受験化学 高1英文法[標準] 演習編13

20：00～21：40 高2受験生物 【限定講座Ｈ】 高2受験英語 [基礎] 演習編14

時間帯/教室 4A 4B 3A 2F 中3～高3　場合の数・確率の頻出問題攻略[基礎～標準]

【限定講座Ｅ】

高2　座標・図形問題（幾何）に対するアプローチ[標準～応用] 9ターム 8/21～8/23 月～水

【限定講座Ｃ】 【限定講座Ｇ】 高2受験物理[応用]
定着度確認

テスト　4

定着度確認テ

スト　5

定着度確認

テスト　6

高3　発音・文法・語法の屋台骨チェック[基礎～標準] 高2　差のつく受験化学　頻出テーマ攻略[応用] 時間帯/教室 4A 4B 3A 3B 2F

18：00～19：40 高3受験数学ⅠAⅡB[標準]<実践編> 高2受験物理 高2、3センター国語 14：00～15：40 高3受験数学ⅠAⅡB [応用]

20：00～21：40 高1受験数学ⅠAⅡB[標準]＜実践編＞ 高2受験数学ⅠAⅡB[標準]<思考編> 高1高校英語入門[基礎] 16：00～17：40 高2数学 [基礎]<テスト学習> 高2受験物理[応用] 演習編15 個別国語（青木）は

18：00～19：40 高3センター数学 高2受験物理 演習編16 国語論理エンジン 個別国語（青木）は

4ターム 7/31～8/2 月～水 20：00～21：40 高1理科の黄金リレー＜物理・化学＞ 高2受験数学ⅠAⅡB[標準]<思考編> 高1高校英語入門[基礎] 演習編17 個別国語（青木）い

時間帯/教室 4A 4B 3A 2F 10ターム 8/24～8/26 木～土

【限定講座N】 高3東大・京大・阪大・医学部への数学[難関]

高3　化学・生物基礎科目　重要事項オールチェック 時間帯/教室 4A 4B 3A 3B 2F

[基礎] 文系センター対策 【限定講座Ｉ】 高1土佐理科

16：00～17：40 高3受験物理 高2数学 [基礎]<テスト学習> 個別国語(青木）や 高3　高知大・医（AO)　数-英 対策

18：00～19：40 高1理科の黄金リレー＜物理・化学＞ 高2受験数学ⅠAⅡB [基礎] 高3から始める受験数Ⅲ[基礎～標準] 個別国語(青木）み 【限定講座O】 【限定講座Ｆ】 演習編18 国語論理エンジン

20：00～21：40 高2受験数学ⅠAⅡB[標準]<実践編> 高3センター英語 高1土佐英語 高2、高3　ひみつの英単語[標準] 高1　思考力・発想力を鍛える数学IA[標準～応用]

18：00～19：40 中3土佐英語 高2受験数学ⅠAⅡB [基礎] 高3から始める受験数Ⅲ[基礎～標準] 演習編19

5ターム 8/3～8/5 木～土 20：00～21：40 高2受験数学ⅠAⅡB[標準]<実践編> 高1受験数学ⅠAⅡB[標準]＜思考編＞ 高1土佐女子英語 演習編20

時間帯/教室 4A 4B 3A 2F 11ターム 8/28～8/30 月～水

高3東大・京大・阪大・医学部への数学[難関] 【限定講座Ａ】

高1　リーディングとリスニングの総合トレーニング[標準] 時間帯/教室 4A 4B 3A 3B 2F

16：00～17：40 高3センター数学 高2受験数学ⅠAⅡB [応用] 高1土佐女子英語
定着度確認

テスト　7

定着度確認テ

スト　8

定着度確認

テスト　9
14：00～15：40 補講 補講 補講

18：00～19：40 高1土佐女子数学 高2受験化学 高3受験英語 [標準] 【限定講座Ｌ】 高2受験数学ⅠAⅡB [応用] 演習編21

20：00～21：40 高1追手前STUDY 高1土佐数学 高2受験英語 [基礎] 高2、高3　数学Ⅱ、微積分に自信をもとう！[基礎～標準]

合格への演習問題 個別国語（青木）は

6ターム 8/7～8/9 月～水 18：00～19：40 高2追手前STUDY 中3土佐数学 高2、3センター国語 演習編22 個別国語（青木）は

20：00～21：40 高2受験英語 [標準] 高3センター英語 高1受験数学ⅠAⅡB[標準]＜実践編＞ 演習編23 個別国語(青木）た

時間帯/教室 4A 4B 3A 2F

高3受験物理 【限定講座Ｄ】

高3　破壊力のある効率計算法の伝授[標準～応用] 

16：00～17：40 高1学芸数学 高3受験化学 高2受験英語 [応用] 個別国語（青木）い

18：00～19：40 高2土佐女子STUDY 高2受験英語 [標準] 高3受験数学ⅠAⅡＢ[基礎] 個別国語(青木）み

20：00～21：40 高1土佐塾数学 中3土佐数学 高1土佐英語
定着度確認

テスト　10

定着度確認テ

スト　11

定着度確認

テスト　12

16：00～17：40

16：00～17：40

14：00～15：40

16：00～17：40

14：00～15：40

16：00～17：40

14：00～15：40

演習編3

演習編4

国語論理エンジン

演習編6

演習編5

3B 

帯　屋　町　教　室

14：00～15：40

3B 

帯　屋　町　教　室

演習編10

14：00～15：40

14：00～15：40

3B 

演習編7

演習編8

帯　屋　町　教　室

演習編9

帯　屋　町　教　室

帯　屋　町　教　室

帯　屋　町　教　室

2017 開願塾　夏期本科講習時間割

黄色でハイライトしている講座を受講して下さい。

※本科終了：7/6（水）　塾お休み：7/7(木）～7/17(月）　夏期前の説明会：7/18、学習相談会7/18、7/19　夏期講習：7/20～8/30　新学期開始：9/4（月）

国語論理エンジン

国語論理エンジン

帯　屋　町　教　室

帯　屋　町　教　室

帯　屋　町　教　室

3B 

3B 

演習編2

演習編1

中3土佐理科

3B 

帯　屋　町　教　室

帯　屋　町　教　室

個別国語(青木）や

16：00～17：40


