
日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二

第一

第二

第一

第二 センター私大政経 西山

第一

第二 センター私大政経 西山

第一 数学ⅡBﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 数学ⅡBﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 数学ⅡBﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 数学ⅡBﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村

第二 生物総合 上野

第一 センター漢文 山添 センター漢文 山添 数学ⅠAﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 数学ⅠAﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 数学ⅠAﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 数学ⅠAﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村

第二 生物総合 上野

第一 センター漢文 山添 センター漢文 山添 英文法総まとめ 宮塚 英文法総まとめ 宮塚 英文法総まとめ 宮塚

第二 生物総合 上野 高２英語 宮塚 高２英語 宮塚 高２数学 濱村 高２数学 濱村

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割①
【第Ⅰターム】　12月17日（日）～12月23日（土）

時間割 教室
12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日

自習室13時より

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ １３：００～２１：４０

9：40～11：00

11：20～12：40

自習室開館時間 １３：００～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

13：40～15：00

15：20～16：40

17：00～18：20

18：40～20：00

20：20～21：40

公立高校終業式



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一 センター数学ⅡB 濱村 センター数学ⅡB 濱村

第二

第一 センター数学ⅠA 濱村 センター数学ⅠA 濱村 センター英語 仁志 センター英語 仁志 センター数学ⅡB 濱村 センター数学ⅡB 濱村

第二

第一 センター数学ⅠA 濱村 センター数学ⅠA 濱村 センター英語 仁志 センター英語 仁志 センター私大政経 西山 センター倫理 西山

第二

第一 センター私大政経 西山 センター倫理 西山

第二

第一 センター・私大化学 竹中 センター・私大化学 竹中 センター・私大化学 竹中

第二

第一 センター現代文 山添 センター現代文 山添 センター・私大化学 竹中 センター・私大化学 竹中 センター・私大化学 竹中

第二 高２HL数学 濱村 高２HL数学 濱村 高１数学 濱村 高１数学 濱村

第一 センター古文 山添 センター古文 山添

第二 高２数学 濱村 高２数学 濱村 高１数学 濱村 高１数学 濱村

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

12月25日 12月26日 12月28日12月24日

20：20～21：40

時間割 教室

18：40～20：00

11：20～12：40

13：40～15：00

15：20～16：40

17：00～18：20

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

9：40～11：00

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割②

９：３０～２１：４０ １３：００～２１：４０

12月29日 12月30日

【第Ⅱターム】　12月24日（日）～12月30日（土）

12月27日

自習室開館時間 １３：００～２１：４０



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二 高１英語 仁志 高１英語 仁志

第一 世界史総合 金田 世界史総合 金田 日本史総合 金田 日本史総合 金田 センター私大物理 東谷 センター私大物理 東谷

第二 高１英語 仁志 高１英語 仁志
12:00～13:20

第一 世界史総合 金田 世界史総合 金田 日本史総合 金田 日本史総合 金田 センター私大物理 東谷 センター私大物理 東谷

第二
13:40～15:00 13:40～15:00

第一 世界史総合 金田 世界史総合 金田 日本史総合 金田 日本史総合 金田 センター英語 宮塚 センター私大物理 東谷 センター私大物理 東谷

第二
15:20～16:40 15:20～16:40

第一 世界史総合 金田 世界史総合 金田 日本史総合 金田 日本史総合 金田 センター英語 宮塚

第二 生物総合 上野

第一 世界史総合 金田 世界史総合 金田 日本史総合 金田 日本史総合 金田 英文法総まとめ 宮塚 英文法総まとめ 宮塚 英文法総まとめ 宮塚

第二 生物総合 上野 高２HL数学 濱村 高２HL数学 濱村

第一 高２英語 宮塚 高２英語 宮塚

第二 生物総合 上野

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

1月4日
時間割

1月3日 1月5日 1月6日

１３：００～２１：４０

教室
12月31日 1月1日 1月2日

１３：００～２１：４０ ９：３０～１８:００

【第Ⅲターム】　12月31日（日）～1月6日（土）

11：20～12：40

13：40～15：00

15：20～16：40

17：00～18：20

18：40～20：00

20：20～21：40

9：40～11：00

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割③

自習室開館時間 ９：３０～２１：４０９：３０～２１：４０



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二

第一 関関同立古文 下村 関関同立古文 下村

第二

第一 関関同立古文 下村 関関同立古文 下村

第二

第一 センタープレ数学ⅠA 濱村 センター英語 宮塚

第二

第一 センタープレ数学ⅠA 濱村 センター英語 宮塚

第二

第一 センタープレ数学ⅡB 濱村 センター現代文 山添

第二 平常：高2HL数学 濱村 平常：高2数学 濱村

第一 センタープレ数学ⅡB 濱村 センター古文 山添 平常：高２英語 宮塚

第二 平常：高1英語 仁志 平常：高1数学 濱村

1月12日

センター試験

９：３０～２１：４０

18：40～20：00

20：20～21：40

15：20～16：40

17：00～18：20

教室

9：40～11：00

11：20～12：40

13：40～15：00

1月9日

自習室開館時間 １３：００～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０９：３０～２１：４０

【第Ⅳターム】　1月7日（日）～1月13日（土）

1月7日 1月8日

９：３０～２１：４０ １３：００～２１：４０

高校生科　平常　【1月分】　１回目

時間割
1月13日1月10日 1月11日

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割④



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二

第一

第二

第一

第二

第一

第二

第一 関関同立英語 宮塚 関関同立英語 宮塚 関関同立日本史 金田

第二 数学Ⅲﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 数学Ⅲﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 関関同立世界史 金田

第一 関関同立現代文 山添 関関同立英語 宮塚 関関同立英語 宮塚 関関同立理系文系数学 濱村 関関同立日本史 金田

第二 数学Ⅲﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 平常：高2HL数学 濱村 平常：高2数学 濱村 数学Ⅲﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 関関同立世界史 金田

第一 関関同立現代文 山添 平常：高２英語 宮塚 関関同立理系文系数学 濱村 関関同立日本史 金田

第二 平常：高1英語 仁志 平常：高1数学 濱村 関関同立世界史 金田

１３：００～２１：４０１３：００～２１：４０

1月18日

９：３０～２１：４０９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

センター試験

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

9：40～11：00

自習室開館時間

13：40～15：00

11：20～12：40

17：00～18：20

18：40～20：00

1月14日 1月15日 1月16日 1月17日

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割⑤

1月19日
時間割 教室

1月20日

【第Ⅴターム】　1月14日（日）～1月20日（土） 高校生科　平常　【1月分】　２回目

15：20～16：40

20：20～21：40



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二

第一

第二

第一

第二

第一

第二

第一 関関同立英語 宮塚 国立英語長文 宮塚 関関同立日本史 金田

第二
(17:40～20:00)

関関同立世界史 金田

第一 関関同立理系文系数学 濱村 関関同立現代文 山添 関関同立英語 宮塚 国立英語長文 宮塚 英作文 仁志 関関同立理系数学 濱村 関関同立日本史 金田

第二 平常：高2HL数学 濱村 平常：高2数学 濱村 関関同立文系数学 濱村 関関同立世界史 金田 関関同立文系数学 濱村

第一 関関同立理系文系数学 濱村 関関同立現代文 山添 平常：高２英語 宮塚 英作文 仁志 関関同立理系数学 濱村 関関同立日本史 金田

第二 平常：高1英語 仁志 平常：高1数学 濱村 関関同立文系数学 濱村 関関同立世界史 金田 関関同立文系数学 濱村

９：３０～２１：４０

18：40～20：00

自習室開館時間 休館 ９：３０～２１：４０９：３０～２１：４０

時間割 教室
1月21日

高校生科　平常　【1月分】　３回目

13：40～15：00

15：20～16：40

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割⑥
【第Ⅵターム】　1月21日（日）～1月27日（土）

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ １３：００～２１：４０

1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日1月22日

自習室13時より

20：20～21：40

9：40～11：00

11：20～12：40

17：00～18：20



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二

第一

第二

第一

第二

第一

第二

第一 英作文 仁志 国立英語長文 宮塚

第二
(17:40～20:00)

第一 関関同立理系数学 濱村 英作文 仁志 国立英語長文 宮塚

第二 平常：高2HL数学 濱村 平常：高2数学 濱村

第一 関関同立理系数学 濱村 平常：高２英語 宮塚

第二 平常：高1英語 仁志 平常：高1数学 濱村

2月2日 2月3日

自習室開館時間

15：20～16：40

17：00～18：20

13：40～15：00

18：40～20：00

20：20～21：40

１３：００～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

高校生科　平常　【２月分】　１回目

自習室13時より（関西私大入試中）
9：40～11：00

11：20～12：40

１３：００～２１：４０

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割⑦
【第Ⅶターム】　1月28日（日）～2月3日（土）

時間割 教室
1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二

第一

第二

第一 国立２次国語 下村

第二

第一 国立２次国語 下村

第二

第一 国立英語長文 宮塚

第二
(17:40～20:00)

第一 国立英語長文 宮塚 国立理系文系数学 濱村

第二 平常：高2HL数学 濱村 平常：高2数学 濱村

第一 平常：高２英語 宮塚 国立理系文系数学 濱村

第二 平常：高1英語 仁志 平常：高1数学 濱村

2016年－2017年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割⑧

2月4日 2月5日

20：20～21：40

11：20～12：40

2月9日

１３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０

15：20～16：40

17：00～18：20

18：40～20：00

自習室13時より（関西私大入試中）

１３：００～２１：４０

9：40～11：00

１３：００～２１：４０

13：40～15：00

自習室開館時間

2月6日 2月7日 2月10日

高校生科　平常　【２月分】　２回目

2月8日

【第Ⅷターム】　2月4日（日）～2月10日（土）

時間割 教室

１３：００～２１：４０



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二

第一

第二

第一 国立２次国語 下村

第二

第一 国立２次国語 下村

第二

第一 国立英語長文 宮塚

第二
(17:40～20:00)

第一 国立英語長文 宮塚 国立理系文系数学 濱村 国立文系数学 濱村 国立理系数学 濱村

第二 平常：高2HL数学 濱村 平常：高2数学 濱村

第一 平常：高２英語 宮塚 国立理系文系数学 濱村 国立文系数学 濱村 国立理系数学 濱村

第二 平常：高1英語 仁志 平常：高1数学 濱村

１３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０

時間割
2月17日

教室
2月11日

【第Ⅸターム】　2月11日（日）～2月17日（土）

自習室開館時間

9：40～11：00

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割⑨

１３：００～２１：４０

自習室13時より

高校生科　平常　【２月分】　３回目

１３：００～２１：４０

15：20～16：40

１３：００～２１：４０

2月12日 2月13日 2月14日

11：20～12：40

13：40～15：00

17：00～18：20

18：40～20：00

20：20～21：40

2月15日 2月16日



日曜日 担当 月曜日 担当 火曜日 担当 水曜日 担当 木曜日 担当 金曜日 担当 土曜日 担当

第一

第二

第一

第二

第一 高２古文 下村

第二

第一

第二

第一 英作文 仁志 国立英語長文 宮塚

第二
(17:40～20:00)

第一 国立文系数学 濱村 英作文 仁志 国立英語長文 宮塚 国立理系数学 濱村

第二 平常：高2HL数学 濱村 平常：高2数学 濱村

第一 国立文系数学 濱村 平常：高２英語 宮塚 国立理系数学 濱村

第二 平常：高1英語 仁志 平常：高1数学 濱村

2月21日

11：20～12：40

１３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０自習室開館時間 １３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０ １３：００～２１：４０

2月18日 2月19日

高校生科　平常　【３月分】　１回目

9：40～11：00

20：20～21：40

13：40～15：00

15：20～16：40

17：00～18：20

18：40～20：00

2月24日

自習室13時より

2017年－2018年　神戸進学会　冬期・直前講習　時間割⑩
【第Ⅹターム】　2月18日（日）～2月24日（土）

時間割 教室
2月22日 2月23日2月20日


	時間割

