2019夏期講習時間割

時間割は変更になる場合があります。

北九州本校 Aターム7月23日〜26日Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G日ターム8月23日〜26H日ターム8月28日〜31日
1

10:20〜12:00

2

12:40〜14:20

3

14:30〜16:10

4

16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

6

20:10〜21:50

行橋校
1
2
3
4

10:20〜12:00
12:40〜14:20
14:30〜16:10
16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

6

20:10〜21:50

※Pre.Z-UPは7/22〜25
中２明治ＡＤ英語２学期先行

高１照曜館プレミア英語

中２スーパー数学復習

中３明治ＡＤ数学２学期先行

センター試験日本史

高１照曜館プレミア数学

中２明治ＡＤ数学２学期先行 中３明治ＡＤ英語２学期先行

※Pre.Z-UPは8/3,4,8,9
高１スーパー英語
中３スーパー数学先行

中１スーパー英語先行
中２スーパー数学先行
中１スーパー数学先行
中２スーパー英語先行

中１スーパー英語復習
中２明治９月実力対策数学
中２明治９月実力対策理科 中３明治９月実力対策英語

高１スーパー数学
中３スーパー英語先行

中１スーパー数学復習
中２明治９月実力対策英語
中３明治９月実力対策理科 中３明治９月実力対策数学

中２スーパー英語復習
センター試験日本史
高２ハイレベル英語(1)

センター試験数学(1)①
センター試験数学(1)②
高２スタンダード英語(1)

高２理系数学Ⅲ（４月開講）

センター試験英語(1)

ハイレベル化学
高２ハイレベル数学ⅡB
高２スタンダード数学ⅡB
高１ハイレベル英語(1)

ハイレベル英語
高１ハイレベル数学(1)
高１スタンダード数学(1)

ハイレベル物理(8/1・2)
高２思考力養成数学
高１ハイレベル英語(2)

ハイレベル理系数学

ハイレベル数学ⅠA・ⅡB
高２ハイレベル英語(2)
高１思考力養成数学

センター試験国語
高２スタンダード英語(2)

センター試験地理
高１ハイレベル数学(2)
高１スタンダード数学(2)

ハイレベル物理(8/19・20)

センター試験数学(2)①
センター試験数学(2)②
高2思考力養成国語

高１明治数学

高２ハイレベル理系数学Ⅲ
高１英語ライティング

センター試験英語(2)

Aターム7月23日〜26日
Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G
日ターム8月22日〜25H
日ターム8月28日〜31日

センター試験数学(1)
高１英語ライティング
スタンダード理系数学
高２スタンダード英語(1)

センター試験化学

8/2-8/3 センター英語②

スタンダード英語
高２スタンダード数学ⅡB
高１スタンダード数学(1)

8/18-8/19センター英語① 8/24-8/25センター英語①
8/24-8/25センター英語②
センター試験国語

高２スタンダード英語(2)

高２思考力養成数学
センター試験数学(2)
高１思考力養成数学
高２思考力養成国語

高１スタンダード英語(1)

8/22-8/23センター試験物理
8/22-8/23センター試験物理

高１スタンダード英語(2)

香椎本校 Aターム7月23日〜26日Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G日ターム8月23日〜26H日ターム8月28日〜31日
1
2
3

10:20〜12:00
12:40〜14:20
14:30〜16:10

4

16:20〜18:00

センター試験国語

18:20〜20:00

ハイレベル数学ⅠA・ⅡB
私大英語

センター試験英語(1)

5

ハイレベル英語
高１ハイレベル数学(2)

高2香住丘高校数学8/17・18
高１香住丘高校数学8/19・20

センター試験数学ⅠＡ
高２思考力養成国語
高１ハイレベル英語(1)

センター試験地理
高２スタンダード英語(1)
高１ハイレベル数学(1)

スタンダード英語
高２思考力養成数学
高１ハイレベル英語(2)

8/24〜27ハイレベル理系数学

20:10〜21:50

ハイレベル物理
高２ハイレベル数学ⅡB

高２ハイレベル英語(1)

6

高2香住丘高校数学8/17・18

スタンダード理系数学
高１思考力養成数学

私大国語

センター試験化学基礎
センター試験英語(2)
ハイレベル化学

高１九州高校数学

センター試験数学ⅡＢ
高２ハイレベル英語(2)
高２スタンダード英語(2)

高１香住丘高校数学8/19・20

赤坂本校 Aターム7月23日〜26日Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月10日〜11F日ターム8月18日〜21G日ターム8月23日〜26H日ターム8月28日〜31日
1

10:20〜12:00

2

12:40〜14:20

3

14:30〜16:10

8/10･11ハイレベル物理
8/10･11センター試験生物基礎

8/10･11ハイレベル物理
8/10･11センター試験生物基礎

4

16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

6

20:10〜21:50

西新校
1
2
3
4

10:20〜12:00
12:40〜14:20
14:30〜16:10
16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

6

20:10〜21:50

センター試験英語(1)

センター試験英語(2)

ハイレベル化学
センター試験化学基礎

センター試験数学(2)
高２ハイレベル英語(2)

8/10･11センター試験生物基礎

センター試験日本史

センター試験数学(1)

高１スーパー英語

高２ハイレベル英語(1)
高１思考力養成数学

センター試験地理
高１英語ライティング

高２思考力養成数学

8/10･11センター試験生物基礎

高１中高一貫スタンダード数学

センター試験日本史
高２ハイレベル数学Ⅲ
高１スーパー数学

高２ハイレベル数学ⅡB

ハイレベル英語

Aターム7月23日〜26日
Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G
日ターム8月23日〜26H
日ターム8月28日〜31日

センター試験国語
高１ハイレベル数学(1)
ハイレベル理系数学
高２思考力養成国語

センター試験英語(1)

ハイレベル英語

センター試験英語(2)

高２思考力養成数学

センター試験数学(1)
高１ハイレベル英語(1)

高２ハイレベル英語(1)
高２ハイレベル数学ⅡB

センター試験数学(2)
高１ハイレベル英語(2)

高１ハイレベル数学(2)

ハイレベル数学ⅠA・ⅡB
高１英語ライティング
高２ハイレベル英語(2)
高１思考力養成数学

高２ハイレベル数学Ⅲ

高宮校

Aターム7月23日〜26日
Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G
日ターム8月23日〜26H
日ターム8月28日〜31日

1
2
3
4

10:20〜12:00
12:40〜14:20
14:30〜16:10
16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

ハイレベル理系数学

センター試験国語

高１ハイレベル英語(1)

6

20:10〜21:50

高２ハイレベル数学ⅡB

センター試験数学(1)
高２思考力養成国語

高１英語ライティング
高１ハイレベル数学(1)

センター試験数学(2)
センター試験英語(1)
高２思考力養成数学
高２ハイレベル英語(1)
高１ハイレベル数学(2)

高１ハイレベル英語(2)

センター試験英語(2)

高２ハイレベル英語(2)

ハイレベル英語
高１思考力養成数学

ハイレベル数学ⅠA・ⅡB

久留米本校 Aターム7月23日〜26日Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G日ターム8月23日〜26H日ターム8月28日〜31日
1

10:20〜12:00

2

13:00〜14:40

3

14:50〜16:30

4

16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

6

20:10〜21:50

7/23.26 中１附設英語
7/24
中３東大京大数学
7/25
中２附設英語
7/23.26 中1附設数学
7/24
中３東大京大英語
7/25
中２附設数学
東大京大文系数学
高１東大京大英語
高１東大京大医学部物理
センター試験数学(1)
高２スタンダード数学(1)
高２東大京大医学部物理

7/29 中１附設英語
7/27 中３東大京大数学
7/28 中２附設英語
7/29 中1附設数学
7/27 中３東大京大英語
7/28 中２附設数学
高１附設高校数学(1)
高２東大京大医学部数学

8/2 中１附設英語
8/1.4 中３東大京大数学
8/1.4 中２附設英語
8/２ 中1附設数学
8/1.4 中３東大京大英語
8/1.4 中２附設数学

センター試験日本史
高１ハイレベル数学(1)

センター試験英語(1)
高２思考力養成数学
高１英語ライティング

センター試験国語
高２スタンダード英語(2)

センター試験数学(2)
高２明善高校数学
高２久留米高校数学

センター試験地理
センター試験日本史
高２スタンダード英語(1)

ハイレベル数学ⅠA・ⅡB
高２ハイレベル英語(1)
高１明善高校数学(1)
高１久留米高校数学(1)

ハイレベル英語
高２思考力養成国語
高１思考力養成数学

高１ハイレベル・スタンダード英語(1)

8/7 中１附設英語
8/8 中３東大京大数学
8/6 中２附設英語
8/7 中1附設数学
8/8 中３東大京大英語
8/6 中２附設数学
東大京大理系数学

8/20.21 中１附設英語

8/24 中１附設英語

8/20.21 中３東大京大数学 8/23 中３東大京大数学

8/18.19 中２附設英語
8/10･11センター試験化学基礎 8/20.21 中1附設数学

8/24 中２附設英語
8/24 中1附設数学

8/20.21 中３東大京大英語 8/23 中３東大京大英語

8/18.19 中２附設数学
8/10･11センター試験化学基礎

8/10･11ハイレベル化学
センター試験生物基礎
8/10･11ハイレベル化学 センター試験生物
高２久留米高校数学(2)
高２ハイレベル数学ⅡB

8/24 中２附設数学
医学部数学
高１附設高校数学(2)
センター試験英語(2)
高２東大京大医学部英語
高１ハイレベル数学(2)
ハイレベル理系数学
高２ハイレベル英語(2)
高１ハイレベル・スタンダード英語(2)

東大京大医学部英語
高１東大京大医学部数学
東大京大物理
高２スタンダード数学(2)
8/27センター試験生物基礎

ハイレベル物理
高２ハイレベル数学Ⅲ
高１明善高校数学(2)
高１久留米高校数学(2)
8/27.28.29センター試験生物基礎

筑後校

Aターム7月23日〜26タ
日 ーム7月27･29･30･31
Cターム8月1･2･4･5 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G
日ターム8月22日〜25H
日ターム8月28日〜31日

1
2
3
4

10:20〜12:00
12:40〜14:20
14:00〜15:40
15:50〜17:30

5

18:20〜20:00

センター試験国語

高１スタンダード数学(1)
高２スタンダード英語(1)

20:10〜21:50

センター試験英語(1)
高２思考力養成国語

高２スタンダード数学ⅡB(1)

6

柳川校
1
2
3
4

10:20〜12:00
12:40〜14:20
14:30〜16:10
16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

6

20:10〜21:50

8/24･25 スタンダード英語
8/24･25 スタンダード英語

鳥栖校
10:20〜12:00
12:40〜14:20

3

14:30〜16:10

センター試験数学(1)

16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

高1スタンダード英語(1)

センター試験国語
高２スタンダード数学ⅡB(1)

8/17･27 スタンダード英語

スタンダード理系数学

高２スタンダード英語(2)
高１スタンダード数学(2)

8/17･27 スタンダード英語 高２スタンダード数学ⅡB(2)

高１スタンダード英語(2)

高２思考力養成数学

高2スタンダード英語(1)
高１スタンダード数学(1)

センター試験数学(2)
高２思考力養成国語

高２思考力養成数学
高1スタンダード英語(2)
高2スタンダード英語(2)
高１思考力養成数学

スタンダード理系数学
高２スタンダード数学(2)

センター試験英語(2)ﾘｽﾆﾝｸﾞ
高１スタンダード数学(2)

高１英語ライティング

Aターム7月23日〜26日
Bターム7月27日〜31日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G
日ターム8月23日〜26H
日ターム8月28日〜31日
7/29・30・8/1・2中2香楠中数学15:30〜16:30
7/29・30・8/1・2中1香楠中英語15:30〜16:30

7/23・26・27中1思考力養成16:40〜18:00

4

センター試験数学(2)

Aターム7月23日〜26日
Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日Eターム8月13日〜16F日ターム8月18日〜21G
日ターム8月23日〜26H
日ターム8月28日〜31日

センター試験英語(1)筆記編

1
2

高１スタンダード英語(1)

センター試験英語(2)
高１思考力養成数学
センター試験数学(1)
高１英語ライティング

中3香楠中英語16:40〜17:40
中2香楠中数学16:40〜17:40

7/29・30・8/1・2中2香楠中英語16:40〜17:40
7/29・30・8/1・2中1香楠中数学16:40〜17:40

7/23・26・27中2思考力養成18:20〜19:40

8/20・21・22・23中2香楠中英語17:50〜18:50

センター試験英語(2)

7/29・30・8/1・2高１英語ライティング

8/20・21・22・23中1香楠中英語17:50〜18:50

8/26・27・28中3思考力養成18:20〜19:40

8/3・4高1ハイレベル数学

8/20・21・22・23中3香楠中英語19:00〜20:00

中3香楠中数学17:50〜18:50

7/29・30・8/1・2中3香楠中数学17:50〜18:50

7/24・25高1ハイレベル数学

8/20・21・22・23中1香楠中数学19:00〜20:00

6

20:10〜21:50

センター試験英語(1)
高2ハイレベル数学
高１スタンダード英語(1)

センター試験数学(2)
7/28を除くセンター試験数学(1)
7/29・30・8/1・2高２スタンダード英語(1)

高２思考力養成数学
高１スタンダード数学(1)

高１スタンダード数学(2)

スタンダード理系数学
高２スタンダード英語(2)

高２スタンダード数学ⅡB
高１スタンダード英語(2)

8/22・23・26・27高1思考力養成数学

佐賀本校 Aターム7月23日〜26日Bターム7月27日〜30日Cターム8月1日〜4日 Dターム8月6日〜9日ターム8月10･11･12･17
Fターム8月18日〜21G
日ターム8月23日〜26H
日ターム8月28日〜31日
1
2
3

10:20〜12:00
12:40〜14:20
14:30〜16:10

4

16:20〜18:00

5

18:20〜20:00

6

20:10〜21:50

中３致遠館数学復習
中１致遠館英語復習

中２致遠館英語復習
中１致遠館数学復習

8/17･18センター試験地理
8/17･18センター試験地理

ハイレベル化学
中３致遠館英語復習

センター試験生物基礎
高２ハイレベル数学ⅡB文

センター試験数学(2)
高１ハイレベル英語(1)②
中2致遠館数学復習

九大数学ⅠA・ⅡB
高１ハイレベル数学(2)①
中３致遠館英語予習

センター試験英語(1)

センター試験国語
高１英語ライティング

センター試験化学基礎
高２ハイレベル英語(1)
高１ハイレベル数学(1)②

センター試験生物基礎
高２思考力養成国語
高１ハイレベル数学(1)①

センター試験数学(1)
高１ハイレベル英語(1)①

ハイレベル物理
高2ハイレベル英語(2)
高１ハイレベル数学(2)②

センター試験英語(2)

ハイレベル英語
高１思考力養成数学

中３致遠館数学予習
センター試験日本史
高２思考力養成数学
中２致遠館数学予習
中１致遠館英語予習
センター試験日本史
高２ハイレベル数学ⅡB理

高１ハイレベル英語(2)②
中２致遠館英語予習
中１致遠館数学予習
ハイレベル理系数学
高１ハイレベル英語(2)①

