
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 日本史総合① 金田 センター倫理 西山

第二

第一 日本史総合① 金田 センター倫理 西山 化学総合 竹中 化学総合 竹中 化学総合 竹中

第二

第一 日本史総合① 金田 化学総合 竹中 化学総合 竹中 化学総合 竹中

第二 政経総合 西山 政経総合 西山

第一 日本史総合① 金田

第二 政経総合 西山 政経総合 西山

第一 数学ⅠＡ総復習 濱村 数学ⅠＡ総復習 濱村 数学ⅠＡ総復習 濱村 ｾﾝﾀｰ数Ⅱ「三角関数」 濱村 ｾﾝﾀｰ数Ⅱ「三角関数」 濱村

第二

第一 数学ⅠＡ総復習 濱村 数学ⅠＡ総復習 濱村 数学ⅠＡ総復習 濱村 ｾﾝﾀｰ数Ⅱ「三角関数」 濱村 ｾﾝﾀｰ数Ⅱ「三角関数」 濱村

第二 高２英語 仁志

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

7月20日 7月21日
時間割

自習室開館時間 ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

7月19日

【第Ⅰターム】　７月１５日（日）～７月２１日（土）

教室
7月15日 7月16日

※後期開講は9月3日（月）です

15：10～16：30

16：50～18：10

18：30～19：50

20：10～21：30

7月17日

9：30～10：50

11：10～12：30

13：30～14：50

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

2018年　神戸進学会　夏期講習　時間割

９：３０～２１：４０

7月18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 世界史総合① 金田 センター倫理 西山 日本史総合① 金田

第二

第一 世界史総合① 金田 センター倫理 西山 日本史総合① 金田

第二

第一 世界史総合① 金田 英文法 宮塚 英文法 宮塚 英文法 宮塚 英文法 宮塚 英文法 宮塚 日本史総合① 金田

第二
(15：10～16：40） (15：10～16：40） (15：10～16：40） (15：10～16：40） (15：10～16：40）

第一 世界史総合① 金田 日本史総合① 金田

第二

第一 高2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ数学 濱村 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

第二 高1英語（18：30～20：10） 宮塚 高1数学（18：30～20：10） 濱村

第一 高2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ数学 濱村 センター数学ⅠＡ 濱村 センター数学ⅠＡ 濱村

第二 高２英語 仁志 高２英語 仁志

16：50～18：10

18：30～19：50

20：10～21：30

7月23日 7月24日

15：10～16：30

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

7月22日

９：３０～２１：４０９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

9：30～10：50

自習室開館時間

教室

13：30～14：50

7月25日

11：10～12：30

7月26日 7月27日 7月28日

2018年　神戸進学会　夏期講習　時間割
【第Ⅱターム】　７月２２日（日）～７月２８日（土）

時間割

※後期開講は9月3日（月）です



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 世界史総合① 金田 数学Ⅲ総復習 濱村 数学Ⅲ総復習 濱村 センター英文法 長谷川 数学Ⅲ総復習 濱村 センター英文法 長谷川

第二

第一 世界史総合① 金田 数学Ⅲ総復習 濱村 数学Ⅲ総復習 濱村 センター英文法 長谷川 数学Ⅲ総復習 濱村 センター英文法 長谷川

第二

第一 世界史総合① 金田

第二

第一 世界史総合① 金田

第二

第一 基礎古文 山添 基礎古文 山添 センター数学ⅡＢ 濱村 センター数学ⅡＢ 濱村 センター英語 仁志

第二 高2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ数学 濱村 高1数学（18：30～20：10） 濱村

第一 基礎古文 山添 基礎古文 山添 センター数学ⅡＢ 濱村 センター数学ⅡＢ 濱村

第二 高2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ数学 濱村 高２英語 仁志 高２英語 仁志

【第Ⅲターム】　７月２９日（日）～８月４日（土）

7月31日7月29日

自習室開館時間 ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

18：30～19：50

11：10～12：30

13：30～14：50

15：10～16：30

時間割

20：10～21：30

※後期開講は9月3日（月）です

教室

16：50～18：10

2018年　神戸進学会　夏期講習　時間割

９：３０～２１：４０

8月1日

9：30～10：50

7月30日

９：３０～２１：４０

8月4日

９：３０～２１：４０

8月2日 8月3日

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０



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 関関同立英語 長谷川 関関同立英語 長谷川 関関同立英語 長谷川

第二

第一 関関同立英語 長谷川 関関同立英語 長谷川 関関同立英語 長谷川

第二

第一 英作文 仁志 英作文 仁志 英作文 仁志 英作文 仁志 英作文 仁志

第二
（14：00～15：20） （14：00～15：20） （14：00～15：20） （14：00～15：20） （14：00～15：20）

第一

第二

第一 英作文 仁志

第二

第一 センター英語 仁志 ｾﾝﾀｰ数Ⅱ「指数対数」 濱村 ｾﾝﾀｰ数Ⅱ「指数対数」 濱村 高2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ数学 濱村 センター漢文 山添 センター漢文 山添

第二 高1数学（18：30～20：10） 濱村 高1英語（18：30～20：10） 宮塚

第一 ｾﾝﾀｰ数Ⅱ「指数対数」 濱村 ｾﾝﾀｰ数Ⅱ「指数対数」 濱村 高2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ数学 濱村 センター漢文 山添 センター漢文 山添

第二 高２英語 仁志

自習室開館時間

教室
8月10日8月7日

１３：００～２１：４０ ９：３０～２１：４０

8月5日

９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０ ９：３０～２１：４０

2018年　神戸進学会　夏期講習　時間割

※後期開講は9月3日（月）です

11：10～12：30

8月11日8月9日

【第Ⅳターム】　８月５日（日）～８月１１日（土）

13：30～14：50

15：10～16：30

時間割
8月6日

９：３０～２１：４０

18：30～19：50

16：50～18：10

9：30～10：50

20：10～21：30

９：３０～２１：４０

8月8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 センター倫理 西山

第二

第一 長文読解Ⓐ 宮塚 長文読解Ⓐ 宮塚 長文読解Ⓐ 宮塚 長文読解Ⓐ 宮塚 長文読解Ⓐ 宮塚 センター倫理 西山

第二
(13：20～14：50） (13：20～14：50） (13：20～14：50） (13：20～14：50） (13：20～14：50）

第一 長文読解Ⓢ 宮塚 長文読解Ⓢ 宮塚 長文読解Ⓢ 宮塚 長文読解Ⓢ 宮塚 長文読解Ⓢ 宮塚

第二
(15：10～16：40） (15：10～16：40） (15：10～16：40） (15：10～16：40） (15：10～16：40）

政経総合 西山

第一

第二 政経総合 西山

第一 関関同立理系数学 濱村 関関同立理系数学 濱村 関関同立理系数学 濱村 センター現代文 山添 センター現代文 山添 センター現代文 山添

第二 高1数学（18：30～20：10） 濱村 高1英語（18：30～20：10） 宮塚

第一 関関同立理系数学 濱村 関関同立理系数学 濱村 関関同立理系数学 濱村 センター古文 山添 センター古文 山添 センター古文 山添

第二

１３：００～２１：４０

2018年　神戸進学会　夏期講習　時間割

休館
全統マーク模試

8月14日
時間割

９：３０～２１：４０

8月17日

9：30～10：50

９：３０～２１：４０

11：10～12：30

8月13日

20：10～21：30

8月15日
教室

自習室開館

15：10～16：30

９：３０～２１：４０９：３０～２１：４０

8月18日

【第Ⅴターム】　８月１２日（日）～８月１８日（土）

16：50～18：10

18：30～19：50

自習室開館時間 １３：００～２１：４０ ９：３０～２１：４０

13：30～14：50

8月16日

９：３０～２１：４０

※後期開講は9月3日（月）です

8月12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 世界史総合② 金田 現代文総合 下村 現代文総合 下村 現代文総合 下村 現代文総合 下村 日本史総合② 金田

第二

第一 世界史総合② 金田 古文総合 下村 古文総合 下村 古文総合 下村 古文総合 下村 日本史総合② 金田

第二

第一 世界史総合② 金田 物理総合 島田 物理総合 島田 物理総合 島田 日本史総合② 金田

第二

第一 世界史総合② 金田 物理総合 島田 物理総合 島田 物理総合 島田 日本史総合② 金田

第二

第一 国立理系文系数学 濱村 国立理系数学 濱村 国立理系数学 濱村 国立文系数学 濱村 国立文系数学 濱村

第二

第一 国立理系文系数学 濱村 国立理系数学 濱村 国立理系数学 濱村 国立文系数学 濱村 国立文系数学 濱村

第二

8月21日 8月22日

18：30～19：50

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

16：50～18：10

2018年　神戸進学会　夏期講習　時間割

９：３０～２１：４０

8月19日 8月20日 8月23日

※後期開講は9月3日（月）です

8月24日

20：10～21：30

9：30～10：50

11：10～12：30

13：30～14：50

15：10～16：30

8月25日

９：３０～２１：４０

【第Ⅵターム】　８月１９日（日）～８月２５日（土）

時間割 教室

９：３０～２１：４０



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 － － － － － － －

第二 － － － － － － －

第一 － 個別フォロー － 個別フォロー － 個別フォロー － － － －

第二 － 生物総合 上野 生物総合 上野 生物総合 上野 － － －

第一 － 個別フォロー － 個別フォロー － 個別フォロー － － － －

第二 － 生物総合 上野 生物総合 上野 生物総合 上野 － － －

第一 － 世界史総合② 金田 世界史総合② 金田 － － － －

第二 － 個別フォロー － 個別フォロー － － － － －

第一 － 世界史総合② 金田 世界史総合② 金田 － － － －

第二 － 個別フォロー － 高1英語（18：30～20：10） 宮塚 － － － －

第一 － － － － － － －

第二 － － － － － － －

※後期開講は9月3日（月）です

個別フォロー 個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

18：30～19：50 個別フォロー

20：10～21：30 個別フォロー

16：50～18：10

個別フォロー

個別フォロー個別フォロー 個別フォロー 個別フォロー 個別フォロー

2018年　神戸進学会　夏期講習　時間割

11：10～12：30 個別フォロー 個別フォロー

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

9月1日

個別フォロー

１３：００～２１：４０

8月28日 8月29日 8月30日 8月31日

【第Ⅶターム】　８月２６日（日）～９月１日（土）

15：10～16：30

個別フォロー 個別フォロー

個別フォロー

9：30～10：50 個別フォロー 個別フォロー 個別フォロー

時間割 教室
8月26日 8月27日

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー

個別フォロー 個別フォロー

13：30～14：50 個別フォロー個別フォロー

個別フォロー 個別フォロー



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 日本史総合② 金田

第二

第一 日本史総合② 金田

第二

第一 日本史総合② 金田

第二

第一 日本史総合② 金田

第二

第一 －

第二 －

第一 －

第二 －

2018年　神戸進学会　夏期講習　時間割
【第Ⅸターム】　９月２日（日）

時間割 教室
9月2日 9月3日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日

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

20：10～21：30 個別フォロー

※後期開講は9月3日（月）です

後期スタート(9/2～)
16：50～18：10

18：30～19：50 個別フォロー

13：30～14：50

15：10～16：30

9：30～10：50 個別フォロー

11：10～12：30


	2018時間割

