
３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F ３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F

   14:00～15:40 高１　受験数学[基礎]②    14:00～15:40 高１　受験数学[基礎]② 高３　センター数学[応用]

   16:00～17:40 中２　英語のお作法 中３　土佐女子数学 【夏企画】高３有機化学第０講-H
（7/19,　7/20）    16:00～17:40 高３　英文法[基礎] 高１受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]<思考編> 高１　土佐<化学・生物>

   18：00～19:40 中２　数学のお作法 高２　土佐女子ＳＴＵＤＹ 高２　受験数学ⅠＡⅡＢ[応用]    18：00～19:40 演習編 高２　英文法[基礎] 高１　土佐数学(後) 高１　土佐<物理>

   20：00～21:40 高１　英作文[基礎～標準] 高３　受験数学Ⅲ[標準] 高２　受験化学    20：00～21:40 高３　英作文[応用] 高２　受験数学Ⅲ[標準] 高３　センター英語 中３　土佐理科

３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F ３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F

   14:00～15:40 【特講】中３，高１数学[基礎～標準]
【２次関数徹底攻略】    14:00～15:40 【特講】高２，３数学[基礎～標準]

【格子点問題の攻略】 高１　受験数学[基礎]①

   16:00～17:40 【特講】高１，２数学[基礎～標準]
【方程式の解の処理問題の攻略】

高３　受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]
<思考編>

高１　土佐英語<ｈｉｇｈ>    16:00～17:40 中２　英語のお作法 中３　土佐女子数学 高２　受験数学ⅠＡⅡＢ[応用]

   18：00～19:40 【特講】高２，３数学[基礎～標準]
【空間図形とベクトル】 高１　受験数学[基礎]① 中３　土佐英語    18：00～19:40 中２　数学のお作法 高２　土佐女子ＳＴＵＤＹ 高３　受験化学

   20：00～21:40 高２　受験数学ⅠＡⅡＢ[基礎]
高１受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]

<思考編>
高１　土佐英語<ｓｔａｎｄａｒｄ>    20：00～21:40 高１　英作文[基礎～標準] 高３　受験数学Ⅲ[標準] 高２　受験化学

３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F ３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F

   14:00～15:40 【特講】高２、３差のつく化学
テーマ攻略[応用]

高１　土佐<化学・生物>    14:00～15:40 中３から始める受験数学[基礎] 【特講】高２，３怪奇小説読解 【特講】高１数学格闘技[応用]

   16:00～17:40 高３　英文法[基礎] 高３　センター数学[応用] 高１　土佐<物理>    16:00～17:40 中３から始める受験英語[標準] 高３　受験数学ⅠＡⅡＢ[基礎] 高３　受験数学Ⅲ[応用]

   18：00～19:40 【夏企画】夏の宿題道場-E 高２　英作文[応用] 高１　土佐数学(前) 中３　土佐数学    18：00～19:40 高２　英作文[応用] 高２　受験物理 高３　受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]<思考編>

   20：00～21:40 高３　英作文[応用] 高２　受験数学Ⅲ[標準] 高３　センター英語 中３　土佐理科    20：00～21:40 高３　英文読解[標準] 高１　受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]
<実践編>

高２受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]
<思考編>

３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F ３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F

   14:00～15:40 中３から始める受験数学[基礎] 【特講】中3　全国有名高校編入学の旅 【特講】高３センター化学    14:00～15:40 【特講】高２、３物理[応用]考え方でまとめる
最速アプローチ【重心と重心系】

高３　東大・京大・阪大・医学部への数学
[難関]

   16:00～17:40 高２　英文法[基礎] 高３　受験数学ⅠＡⅡＢ[基礎]
【特講】高２，３破壊力のある計算

技法の伝授[応用]    16:00～17:40 高３　受験数学ⅠＡ[基礎] 高３　受験数学ⅠＡⅡＢ[応用] 高１　土佐英語<ｈｉｇｈ>

   18：00～19:40 中３から始める受験英語[標準] 高２　受験物理 高３　受験数学Ⅲ[応用]    18：00～19:40 高２，３　理科基礎の黄金リレー<化学> 高１　理科の黄金リレー<物理> 高２，３　センター国語 中３　土佐英語

   20：00～21:40 高３　英文読解[標準] 高１　受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]
<実践編>

高２受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]
<思考編>    20：00～21:40 個別国語（石川） 高３　センター数学[標準] 高３　受験物理 高１　土佐英語<ｓｔａｎｄａｒｄ>

３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F ３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F

   14:00～15:40 中３から始める受験数学[標準] 高１　土佐数学(前)    14:00～15:40 中３から始める受験数学[標準] 高１　土佐数学(後)

   16:00～17:40 追手前ＳＴＵＤＹ 高２　英文読解[標準] 高３　受験化学    16:00～17:40 追手前ＳＴＵＤＹ 【特講】高３センター物理
【センター攻略：熱力学と波動】 【特講】高１Vision Quest総復習 中３　土佐数学

   18：00～19:40 高２　受験数学ⅠＡⅡＢ[基礎] 高１　土佐女子ＳＴＵＤＹ 高３　受験物理    18：00～19:40 高１　土佐塾数学 高１　土佐女子ＳＴＵＤＹ 高２　英文読解[標準]

   20：00～21:40 高１　英作文[応用] 高２　受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]
<実践編>

高３　受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]
<実践編>    20：00～21:40 高１　英作文[応用] 高１　受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]

<実践編>
高２受験数学ⅠＡⅡＢ[標準]

<思考編>

３Ａ ４Ａ ４Ｂ ２F

   14:00～15:40 【特講】高３センター生物
【センター攻略：生殖と発生】

高３　東大・京大・阪大・医学部への数学
[難関]

   16:00～17:40 高３　受験数学ⅠＡ[基礎] 高３　受験数学ⅠＡⅡＢ[応用]

   18：00～19:40 高２，３　理科基礎の黄金リレー<生物> 高１　理科の黄金リレー<化学> 高２，３　センター国語

   20：00～21:40 個別国語（石川） 高３　センター数学[標準]

演習編

演習編

演習編

演習編

定着度確認テスト⑨、⑩、⑪ 国語論理エンジン⑨

定着度確認テスト⑧

演習編

演習編

3Ｂ

国語論理エンジン⑦

演習編

演習編

3Ｂ

高１　土佐塾数学

演習編

2016　 夏期講座　時間割

3Ｂ 3Ｂ

【夏企画】夏の宿題道場-F

【夏企画】夏の宿題道場-G

演習編

演習編

夏期特別講座テキスト
先行配布会(A～Ｄ）

（7/18、7/19）

３ターム　７/26～７/28
　　　　　　　（火）～（木）

帯屋町校
塩屋崎校

演習編

演習編

国語論理エンジン②

定着度確認テスト⑤、⑥、➆

3Ｂ

塩屋崎校

８ターム　８/17～８/19
　　　　　　　（水）～（金）

帯屋町校
塩屋崎校

９ターム　８/21～８/23
　　　　　　　（日）～（火） 3Ｂ

帯屋町校

3Ｂ

塩屋崎校

演習編

国語論理エンジン⑥

演習編

演習編

演習編

６ターム　８/６～８/８
　　　　　　　（土）～（月）

帯屋町校
塩屋崎校

７ターム　８/13～８/15
　　　　　　　（土）～（月）

帯屋町校

４ターム　７/30～８/１
　　　　　　　（土）～（月）

帯屋町校
塩屋崎校

５ターム　８/３～８/５
　　　　　　　（水）～（金）

帯屋町校
塩屋崎校

帯屋町校
塩屋崎校1ターム　７/18～７/20

　　　　　　　（月）～（水）

２ターム　７/22～７/24
　　　　　　　（金）～（日）

帯屋町校

塩屋崎校

11ターム　８/29～8/31
　　　　　　　（月）～（水）

帯屋町校
塩屋崎校3Ｂ

3Ｂ
10ターム　８/25～8/27
　　　　　　　（木）～（土）

帯屋町校

演習編

演習編

演習編

国語論理エンジン⑧

国語論理エンジン⑤

定着度確認テスト⑫

定着度確認テスト⑬、⑭

3Ｂ

演習編

演習編

国語論理エンジン③

塩屋崎校

定着度確認テスト②、④

演習編

国語論理エンジン①

定着度確認テスト①、③

3Ｂ


