
2012 開願塾　　夏期講習！ ■２学期開始9/1（土）

各授業110分×3日連続となります。　　1授業 9,000円 ■青枠の授業は夏期講習期間の限定授業となります。  定員が20名に達した授業は募集停止とさせていただきます。

1ターム
7/16～18 （月）～（水） 3F 4A 4B 6ターム

8/5～7 （日）～（火） 3F 4A 4B

   15:30～17:20       　　高3 受験英語［基礎］　PART1 　　　中学生［演習編］数学　［2名のみ募集］    13:30～15:20           
高2 土佐女子数学PART2
　　　［ベクトル復習］

   18:00～19:50 　　　高2 受験物理 PART1
 　　　　　　 ［波動］    15:30～17:20      英語　センターへのLISTENING 中学生［演習編］数学　［1名のみ募集］

   20:00～21:50      高3 受験英語［応用文法］ 
  　  高2 受験化学 PART1
　　　　　　［酸化還元］    18:00～19:50 高3 受験英語［応用読解］PART 1

高1 受験英語［標準］PART1
　［文法(助動詞）+読解］

受験数学ⅠAⅡB［高度技術の伝授］
　　　　　　　　　　［応用］

   20:00～21:50 高3 受験英語［応用文法］
高3 受験英語［標準］PART2
　［文法(仮定法)＋読解］

高1 受験数学［標準］PART1
　　　　　　［場合の数・確率①］

2ターム
7/20～22 （金）～（日） 3F 4A 4B 7ターム

8/16～18 （木）～（土） 3F 4A 4B

   13:30～15:20      
　数Ⅲ　［基礎～標準］
［僕らの積分3日間戦争］

高1 土佐女子数学 PART1
　　　　［2次関数の復習］    13:30～15:20           

高3 受験物理　PART2
　　　　　　　　［電磁気］

   15:30～17:20 　高1　受験物理［力学］
［本質から理解する物理］

化学Ⅱ［標準～応用］
　　　　［化学平衡と計算］    15:30～17:20      

高2 受験英語［基礎］PART2
　［文法（形容詞）＋読解］

高3 センター数学ⅠAⅡB PART2
　　　　　　　　［ベクトル］

   18:00～19:50 高3 受験英語［標準文法］PART1 センター現代文［評論・小説］
高1 土佐数学　PART1
　　　　［三角関数の復習］    18:00～19:50 高3 受験英語［標準文法］PART3

高1 受験英語［標準］PART2
　［文法(助動詞②）＋読解］

高2 受験化学 PART2
　　　　　　［電池・電気分解］

   20:00～21:50 高1 土佐塾数学　PART1 高1土佐英語 PART1
高2 受験数学ⅠAⅡB［標準］PART1
　　　　［指数・対数・三角関数①］    20:00～21:50 高2 受験英語［文法共通］PART2

高1 受験英語［基礎］PART2
　［文法(疑問文）＋読解］

高1　受験化学
　　［化が苦を化楽にする講座］

3ターム
7/24～26 （火）～（木） 3F 4A 4B 8ターム

8/20～22 （月）～（水） 3F 4A 4B

   13:30～15:20           
高2 土佐女子数学 PART1
　　［図形と方程式の復習］    13:30～15:20           東大・京大・医学部への数学［難関］PART2

   15:30～17:20      
 高3 受験英語［標準］PART1
   　［文法(比較)＋読解］

中3 土佐数学　PART1
　［場合の数・確率の復習］    15:30～17:20           

受験数学ⅠAⅡB［応用］ PART2
　　　　　　［関数総合］

   18:00～19:50 高1　受験英語［応用］ PART1
 高3 受験英語［応用］ PART1
　　 ［文法(仮定法①)＋読解］

高2 受験数学［土台固め］PART1
　　［式変形・論理と証明］    18:00～19:50 高1 受験英語［応用］ PART2      

高2 受験数学［土台固め］PART2
　　　　　　［式変形・論理と証明②］

   20:00～21:50 高2　受験英語［標準読解］PART1
 高1 受験英語［基礎］PART1
　　［文法(名詞)+読解］

高3 受験数学ⅠAⅡB［標準］PART1
　　　［平面ベクトル］    20:00～21:50 高2 受験英語［応用読解］PART1

高3 受験英語［応用］PART2
　［文法(仮定法②）＋読解］

     

4ターム
7/28～30 （土）～（月） 3F 4A 4B 9ターム

8/24～26 （金）～（日） 3F 4A 4B

   13:30～15:20      
高2 受験英語［基礎］PART1
　　［文法（名詞）＋読解］

高3 東大・京大・医学部への数学［難関］
PART1    13:30～15:20      高3 受験英語［基礎］PART2

高3 受験化学　PART2
　　　　　［有機化学②］

   15:30～17:20           
高3 受験化学　PART1 ［有機化学①］    15:30～17:20           

中3 土佐数学　PART2
　　　　［2次関数の復習］

   18:00～19:50 中3から始める受験英語　PART1      
受験数学ⅠAⅡB［応用］ PART1
 　　　 ［図形と方程式］    18:00～19:50 中3から始める受験英語　PART2 高1　土佐塾数学 PART2

高1 土佐数学PART2
　　　［ベクトルの復習］

   20:00～21:50 高2 受験英語［応用読解］PART1 中3 受験数学PART1         20:00～21:50 中3 受験数学  PART2 高1　土佐英語 PART1
高2 受験数学ⅠAⅡB［標準］PART2
　　　［指数・対数・三角関数②］

5ターム
8/1～3 （水）～（金） 3F 4A 4B 10ターム

8/28～30 （火）～（木 ） 3F 4A 4B

   13:30～15:20           
 高3 受験物理　PART1
　　［力学　物理Ⅱ：単振動］    13:30～15:20           

受験数学ⅢC［応用］ PART2
　　　　　［微分・積分②］

   15:30～17:20           
高3 センター数学ⅠAⅡB PART１
　　［指数・対数・三角関数］    15:30～17:20 高3 受験英語［応用読解］PART 2      

高1 土佐女子数学 PART2
［三角比・平面図形の復習］

   18:00～19:50 高3 受験英語［標準読解］PART2      高2 受験物理　PART2    18:00～19:50 高3 受験英語［標準読解］PART4      
高1 受験数学［標準］PART2
　　　　　［場合の数・確率②］

   20:00～21:50 高2 受験英語［文法共通］PART1      
受験数学ⅢC［応用］ PART1
　　　　　　［微分・積分①］    20:00～21:50 高2 受験英語［標準読解］PART2      

高3 受験数学ⅠAⅡB［標準］PART2
　　　　　　　［空間ベクトル］


