
学年別講座一覧

≪中学１年≫
種別 講座番号 教科 対象 前・後 講座名 曜・時 ページ

S3111 英語 指名された者 後 中１英語 指名講習 金 61

S3121 国語 指名された者 後 上位指名講習 木 61

S3131 数学 指名された者 後 数学上位指名講習 火 62

Y1111 英語 男女 通年 基礎英語 土 52

Y1131 数学 中１男女 通年 早く正確に計算しよう！ 土 52

Y1181 その他 男女合同 通年 パソコンを使いこなそう！
 土曜 52

Y1912 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Intermediate] 土 54

Y1913 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Basic] 土 54

Y1921 国語 全 通年 ステップアップ「文章検」４級～３級 土 54

Y1922 国語 全 通年 グレードアップ「文章検」３級～準２級 土 55

Y1971 芸術 男女 通年 美術館へ行こう！ 備考参照 55

Y1981 その他 中高女子 通年 なでしこ栗の木サッカー教室 土 55

Y2751 理科 全学年 前 星空を見上げよう 土 56

Y2771 芸術 全 前 やきものの世界 土 56

Y2951 理科 男子 前 実験！化学合成研究室 土 56

Y2971 芸術 男女 前 「コビケン！古美術研究旅行」　話題の北陸新幹線で行く金沢・福井！ 備考参照 57

Y2981 その他 全 前 エルガリを弾こう 土 57

Y3751 理科 男子 後 実験！化学合成研究室 土 57

Y3752 理科 全学年 後 大いなる地球を旅する/天気を読む 土 58

Y3951 理科 女子 後 実験！化学合成研究室 土 58

Y3972 芸術 全学年 後 《新国立劇場》
日本が世界に誇るオペラハウスでオペラ・バレエを鑑賞しよう！ 備考参照 59

指名

ユニーク
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学年別講座一覧

≪中学２年≫
種別 講座番号 教科 対象 前・後 講座名 曜・時 ページ

S2211 英語 指名された者 前 中２英語 指名講習 金 60

S2221 国語 指名された者 前 現代文上位指名講習 木 60

S2231 数学 指名された者 前 数学上位指名講習 火 60

S3211 英語 指名された者 後 中２英語 指名講習 金 62

S3221 国語 指名された者 後 現代文上位指名講習 木 62

S3231 数学 指名された者 後 数学上位指名講習 火 62

Y1211 英語 中２男女 通年 サプリメントレッスン 土 52

Y1911 英語 中２～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Advanced] 土 54

Y1912 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Intermediate] 土 54

Y1913 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Basic] 土 54

Y1921 国語 全 通年 ステップアップ「文章検」４級～３級 土 54

Y1922 国語 全 通年 グレードアップ「文章検」３級～準２級 土 55

Y1971 芸術 男女 通年 美術館へ行こう！ 備考参照 55

Y1981 その他 中高女子 通年 なでしこ栗の木サッカー教室 土 55

Y2231 数学 男女 前 計算道場 土 55

Y2751 理科 全学年 前 星空を見上げよう 土 56

Y2771 芸術 全 前 やきものの世界 土 56

Y2941 社会 中３～高２ 前 民法の話をしよう 土 56

Y2951 理科 男子 前 実験！化学合成研究室 土 56

Y2971 芸術 男女 前 「コビケン！古美術研究旅行」　　　　　　　　話題の北陸新幹線で行く金沢・福井！ 備考参照 57

Y2981 その他 全 前 エルガリを弾こう 土 57

Y3231 数学 男女 後 関数と図形の基本 土 57

Y3751 理科 男子 後 実験！化学合成研究室 土 57

Y3752 理科 全学年 後 大いなる地球を旅する/天気を読む 土 58

Y3941 社会 中３～高２ 後 楽しい刑事法 土 58

Y3951 理科 女子 後 実験！化学合成研究室 土 58

Y3972 芸術 全学年 後 《新国立劇場》
日本が世界に誇るオペラハウスでオペラ・バレエを鑑賞しよう！ 備考参照 59

指名

ユニーク
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学年別講座一覧

≪中学３年≫
種別 講座番号 教科 対象 前・後 講座名 曜・時 ページ

S2311 英語 指名された者 前 中３英語　指名講習 金 60

S2321 国語 指名された者 前 上位指名講習 木 61

S2331 数学 指名された者 前 数学上位指名講習 火 61

S3311 英語 指名された者 後 中３英語 指名講習 金 63

S3321 国語 指名された者 後 上位指名講習 木 63

S3331 数学 指名された者 後 数学上位指名講習 火 63

T2911 英語 中３・髙１・髙２ 前 ホームステイ英会話（男子） 木 43

T2912 英語 中３・髙１・髙２ 前 ホームステイ英会話（女子） 月 43

Y1311 英語 男子 通年 高校入試対策【基礎の基礎】 土 53

Y1312 英語 女子 通年 高校入試対策【基礎の基礎】 土 53

Y1332 数学 男・女 通年 【中学範囲の基本の復習講座】
高校入試対策（基礎の基礎） 土 53

Y1911 英語 中２～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Advanced] 土 54

Y1912 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Intermediate] 土 54

Y1913 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Basic] 土 54

Y1921 国語 全 通年 ステップアップ「文章検」４級～３級 土 54

Y1922 国語 全 通年 グレードアップ「文章検」３級～準２級 土 55

Y1971 芸術 男女 通年 美術館へ行こう！ 備考参照 55

Y1981 その他 中高女子 通年 なでしこ栗の木サッカー教室 土 55

Y2751 理科 全学年 前 星空を見上げよう 土 56

Y2771 芸術 全 前 やきものの世界 土 56

Y2941 社会 中３～高２ 前 民法の話をしよう 土 56

Y2951 理科 男子 前 実験！化学合成研究室 土 56

Y2971 芸術 男女 前 「コビケン！古美術研究旅行」　　　　　　　　話題の北陸新幹線で行く金沢・福井！ 備考参照 57

Y2981 その他 全 前 エルガリを弾こう 土 57

Y3751 理科 男子 後 実験！化学合成研究室 土 57

Y3752 理科 全学年 後 大いなる地球を旅する/天気を読む 土 58

Y3941 社会 中３～高２ 後 楽しい刑事法 土 58

Y3951 理科 女子 後 実験！化学合成研究室 土 58

Y3972 芸術 全学年 後 《新国立劇場》
日本が世界に誇るオペラハウスでオペラ・バレエを鑑賞しよう！ 備考参照 59

通常

ユニーク
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学年別講座一覧

≪高校１年≫
種別 講座番号 教科 対象 前・後 講座名 曜・時 ページ

T1411 英語 男子A 通年 Head start 
高1英語 月 20

T1412 英語 男子A 通年 英語多読入門 月 20

T1413 英語 女子 通年 Head start 
高1英語 木 20

T1414 英語 女子 通年 英語多読入門 木 20

T1415 英語 男子ＳＡ 通年 Head start 
高1英語 金 21

T1416 英語 男子ＳＡ 通年 英語多読入門 金 21

T1421 国語 SA男子 通年 現代文センターレベル問題演習 火 21

T1422 国語 A男子 通年 現代文センターレベル問題演習 木 21

T1423 国語 女子 通年 現代文センターレベル問題演習 金 22

T1431 数学 男子SA 通年 高1数学レベルアップ講座 木 22

T1432 数学 男子A 通年 高1数学レベルアップ講座 火 22

T1433 数学 女子 通年 高1数学レベルアップ講座 月 22

T1811 英語 高１～高３男女 通年 TOEFL超人 木 37

T1871 芸術 高校全男女 通年 建築科実技対策（早稲田大学・他） 38

T1872 芸術 高校全 通年 美術・デザイン系入試対策 金 38

T2421 国語 男子 前 桐光学園中学の古典学習～私のコブンになりません？ 火 38

T2422 国語 女子 前 桐光学園中学の古典学習～私のコブンになりません？ 金 38

T2911 英語 中３・髙１・髙２ 前 ホームステイ英会話（男子） 木 43

T2912 英語 中３・髙１・髙２ 前 ホームステイ英会話（女子） 月 43

T3423 国語 男子 後 桐光学園中学の古典学習～私のコブンになりません？ 火 43

T3424 国語 女子 後 桐光学園中学の古典学習～私のコブンになりません？ 金 43

T3451 理科 男女 後 高1　物理のすゝめ 月 44

T3452 理科 男女 後 高1　物理のすゝめ 火 44

T3453 理科 男女 後 高1　物理のすゝめ 金 44

T3454 理科 全高１ 後 化学基礎演習 月 44

T3455 理科 全高１ 後 化学基礎演習 金 45

T3456 理科 全高１ 後 化学基礎演習 火 45

T3811 英語 男女 後 初級英会話 木 50

T3812 英語 男女 後 上級英会話 月 51

Y1811 英語 中２～高２　　男女合同 通年 英字新聞から世界を読もう 土 53

Y1911 英語 中２～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Advanced] 土 54

Y1912 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Intermediate] 土 54

Y1913 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Basic] 土 54

Y1921 国語 全 通年 ステップアップ「文章検」４級～３級 土 54

Y1922 国語 全 通年 グレードアップ「文章検」３級～準２級 土 55

Y1971 芸術 男女 通年 美術館へ行こう！ 備考参照 55

Y1981 その他 中高女子 通年 なでしこ栗の木サッカー教室 土 55

Y2941 社会 中３～高２ 前 民法の話をしよう 土 56

Y2951 理科 男子 前 実験！化学合成研究室 土 56

Y2971 芸術 男女 前 「コビケン！古美術研究旅行」　話題の北陸新幹線で行く金沢・福井！ 備考参照 57

Y2981 その他 全 前 エルガリを弾こう 土 57

Y3871 芸術 全 後 トコトンロクロ？! 土 58

Y3941 社会 中３～高２ 後 楽しい刑事法 土 58

Y3951 理科 女子 後 実験！化学合成研究室 土 58

Y3972 芸術 全学年 後 《新国立劇場》
日本が世界に誇るオペラハウスでオペラ・バレエを鑑賞しよう！ 備考参照 59

通常

ユニーク
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学年別講座一覧

≪高校2年≫
講座番号 教科 対象 前・後 講座名 曜・時 ページ

T1511 英語 文系男子 通年 高２総合英語（発展・標準）TURBO CHARGER 月 23

T1512 英語 理系男子 通年 高２総合英語（発展・標準）TURBO CHARGER 金 23

T1513 英語 女子 通年 高２総合英語（発展・標準・基礎）TURBO CHARGER 木 23

T1514 英語 文系男子 通年 高２英語【基礎講座】 月 23

T1515 英語 理系男子 通年 高２英語【基礎講座】 金 24

T1516 英語 帰国生 通年 TREP-Toko Returnee English Program 水 24

T1517 英語 男女 通年 T-English Lab～Active Learning 金 24

T1521 国語 全 通年 古文問題演習「上位校を狙おう」 火 24

T1522 国語 全 通年 古文問題演習「上位校を狙おう」 木 25

T1523 国語 文系男子 通年 現代文　難関大学入試問題演習 木 25

T1524 国語 理系男女 通年 現代文　難関大学入試問題演習 火 25

T1525 国語 文系女子 通年 現代文　難関大学入試問題演習 金 25

T1526 国語 文系男子 通年 現代文　大学入試問題演習（含センター試験） 木 26

T1527 国語 理系男女 通年 現代文　大学入試問題演習（含センター試験） 火 26

T1528 国語 文系女子 通年 現代文　大学入試問題演習（含センター試験） 金 26

T1529 国語 男女 通年 漢文の基礎 火 26

T152A 国語 女子 通年 漢文の基礎 金 27

T152B 国語 男子 通年 マズイ、古文どうにかしなきゃ！火曜 火 27

T152C 国語 男子 通年 マズイ、古文どうにかしなきゃ！木曜 木 27

T1531 数学 理系男子(中入高入共通） 通年 力を伸ばす数学演習 木 27

T1532 数学 文系男子(中入高入共通） 通年 力を伸ばす数学演習 火 28

T1533 数学 理系女子(中入高入共通） 通年 力を伸ばす数学演習 月 28

T1534 数学 文系女子(中入高入共通） 通年 力を伸ばす数学演習 火 28

T1551 理科 理系男女 通年 あの素晴しい化学をもう一度 火 28

T1552 理科 理系男女 通年 理系生物 火 29

T1553 理科 理系男子 通年 物理の基(もと) 月 29

T1554 理科 理系女子 通年 物理の基(もと) 金 29

T1811 英語 高１～高３男女 通年 TOEFL超人 木 37

T1871 芸術 高校全男女 通年 建築科実技対策（早稲田大学・他） 38

T1872 芸術 高校全 通年 美術・デザイン系入試対策 金 38

T2841 社会 高2・高3 前 【短期集中】センターレベル　政治経済　政治編 火 42

T2842 社会 高2・高3 前 【短期集中】センターレベル　政治経済　経済編 金 42

T2911 英語 中３・髙１・髙２ 前 ホームステイ英会話（男子） 木 43

T2912 英語 中３・髙１・髙２ 前 ホームステイ英会話（女子） 月 43

T3541 社会 男子 後 世界史 講義と演習（男子） 金 45

T3542 社会 女子 後 世界史 講義と演習（女子） 月 45

T3543 社会 男・女 後 日本史　講義と演習（男・女） 火 46

T3544 社会 男女 後 受験に向けての『地理』（世界地誌編） 月 46

T3811 英語 男女 後 初級英会話 木 50

T3812 英語 男女 後 上級英会話 月 51

T3841 社会 高2・高3 後 【短期集中】センターレベル　政治経済　経済編 火 51

T3842 社会 高2・高3 後 【短期集中】センターレベル　政治経済　政治編 金 51

通常
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学年別講座一覧

種別 講座番号 教科 対象 前・後 講座名 曜・時 ページ

Y1811 英語 中２～高２　　男女合同 通年 英字新聞から世界を読もう 土 53

Y1911 英語 中２～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Advanced] 土 54

Y1912 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Intermediate] 土 54

Y1913 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Basic] 土 54

Y1921 国語 全 通年 ステップアップ「文章検」４級～３級 土 54

Y1922 国語 全 通年 グレードアップ「文章検」３級～準２級 土 55

Y1971 芸術 男女 通年 美術館へ行こう！ 備考参照 55

Y1981 その他 中高女子 通年 なでしこ栗の木サッカー教室 土 55

Y2941 社会 中３～高２ 前 民法の話をしよう 土 56

Y2951 理科 男子 前 実験！化学合成研究室 土 56

Y2971 芸術 男女 前 「コビケン！古美術研究旅行」　話題の北陸新幹線で行く金沢・福井！ 備考参照 57

Y2981 その他 全 前 エルガリを弾こう 土 57

Y3871 芸術 全 後 トコトンロクロ？! 土 58

Y3941 社会 中３～高２ 後 楽しい刑事法 土 58

Y3951 理科 女子 後 実験！化学合成研究室 土 58

Y3972 芸術 全学年 後 《新国立劇場》
日本が世界に誇るオペラハウスでオペラ・バレエを鑑賞しよう！ 備考参照 59

ユニーク
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学年別講座一覧

≪高校３年≫
種別 講座番号 教科 対象 前・後 講座名 曜・時 ページ

T1611 英語 男女 通年 英作文添削講習 29

T1612 英語 理系中入男女 通年 英語発展（中入） 月 30

T1613 英語 理系高入男女 通年 英語発展（高入） 月 30

T1614 英語 理系男女 通年 英語標準 月 30

T1615 英語 理系男女 通年 英語基礎 月 30

T1616 英語 文系中入男女 通年 英語発展（中入） 金 31

T1617 英語 文系高入男女 通年 英語発展（高入） 金 31

T1618 英語 文系男女 通年 英語標準 金 31

T1619 英語 文系男女 通年 英語基礎 金 31

T161A 英語 文理男女 通年 東京大学の要旨要約 32

T1621 国語 全 通年 小論文添削講習Ａ（国公立・慶應義塾大学対策） 32

T1622 国語 全 通年 小論文添削講習Ｂ（ＡＯ・推薦入試対策） 32

T1623 国語 全 通年 小論文添削講習Ｃ（医学・看護系対策） 32

T1624 国語 全 通年 難関大国語記述添削講習 33

T1625 国語 全 通年 W早稲田からMARCHの私大国語演習 木 33

T1626 国語 全 通年 AKB（青木の漢文） 火 33

T1631 数学 男女理系 通年 『平日から差をつける』高３理系数学大学入試演習（発展編） 木 33

T1632 数学 男女理系 通年 『平日から差をつける』高３理系数学大学入試演習（標準編） 木 34

T1633 数学 男女理系 通年 『平日から差をつける』高３理系数学大学入試演習（基本編） 木 34

T1634 数学 男女文系 通年 『平日から差をつける』高３文系数学大学入試演習（発展編） 火 34

T1635 数学 男女文系 通年 『平日から差をつける』高３文系数学大学入試演習（標準編） 火 34

T1636 数学 男女文系 通年 『平日から差をつける』高３文系数学大学入試センター試験対策演習 火 35

T1637 数学 男女文系 通年 『平日から差をつける』高３文系数学大学入試演習（基本編） 火 35

T1641 社会 全 通年 『地理』国公立２次対策
 火 35

T1642 社会 全 通年 センター対策「地理－問題演習」 金 35

T1651 理科 理系男女 通年 物理実践力アップ 月 36

T1652 理科 理系男女 通年 物理実践力アップ 金 36

T1653 理科 理系男女 通年 化学演習（中級） 火 36

T1654 理科 理系男女 通年 化学演習（中級） 金 36

T1655 理科 理系男女 通年 理系生物　入試問題演習 金 37

T1656 理科 理系東工大志望者 通年 理科　東京工業大学対策 土(午後) 37

T1657 理科 理系東大志望者 通年 理科　東京大学対策 土(午後) 37

T1811 英語 高１～高３男女 通年 TOEFL超人 木 37

T1871 芸術 高校全男女 通年 建築科実技対策（早稲田大学・他） 添削 38

T1872 芸術 高校全 通年 美術・デザイン系入試対策 金 38

T2631 数学 全 前 数学添削講習☆《基本編》 39

T2631 数学 理系 前 数学添削講習①「東京大学（理系）」 39

T2641 社会 男女 前 世界史 現代史講義 月 39

T2642 社会 男女 前 世界史 地域史 月 39

T2643 社会 男女 前 世界史 文化史講義 火 40

T2644 社会 男女 前 世界史 論述対策 火 40

T2645 社会 男女 前 世界史添削講習 40

T2646 社会 全 前 受験の地理 月 40

T2647 社会 男女 前 センター対策「現代社会」講義編 41

T2648 社会 男女 前 日本史　文化史講座 月 41

T2649 社会 男女 前 日本史　文化史講座 火 41

通常
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T264A 社会 男女 前 日本史テーマ史（地域・外交史） 月 41

T264B 社会 全 前 センター対策『倫理』 金 42

T2651 理科 文系 前 センター対策　化学基礎 月 42

T2841 社会 高2・高3 前 【短期集中】センターレベル　政治経済　政治編 火 42

T2842 社会 高2・高3 前 【短期集中】センターレベル　政治経済　経済編 金 42

T2911 英語 中３・髙１・髙２ 前 ホームステイ英会話（男子） 木 43

T2912 英語 中３・髙１・髙２ 前 ホームステイ英会話（女子） 月 43

T3631 数学 理系 後 数学添削講習①’「東京大学（理系）」 46

T3632 数学 理系 後 数学添削講習②「東京工業大学」 46

T3633 数学 理系 後 数学添削講習③「北海道大学、東北大学（理系）」 47

T3634 数学 理系 後 数学添削講習④「横浜国立大学（理系）」 47

T3635 数学 理系 後 数学添削講習⑤「理系標準問題演習」 47

T3636 数学 文系 後 数学添削講習⑥「東京大学（文系）」 47

T3637 数学 文系 後 数学添削講習⑦「一橋大学」 48

T3641 社会 男女 後 世界史 問題演習 月 48

T3642 社会 男女 後 世界史 論述対策
「東京大学・一橋大学」 月 48

T3643 社会 男女 後 世界史 論述対策
「国公立大学」 月 48

T3644 社会 男女 後 世界史 添削講習
（志望校別対策） 49

T3645 社会 全 後 受験の地理 月 49

T3646 社会 男女 後 センター対策「現代社会」演習編 火 49

T3647 社会 男女 後 日本史　文化史講座 月 49

T3648 社会 男女 後 日本史　文化史講座 火 50

T3649 社会 男女 後 日本史テーマ史（地域・外交史） 月 50

T364A 社会 全 後 センター対策『倫理』 金 50

T3811 英語 男女 後 初級英会話 木 50

T3812 英語 男女 後 上級英会話 月 51

T3841 社会 高2・高3 後 【短期集中】センターレベル　政治経済　経済編 火 51

T3842 社会 高2・高3 後 【短期集中】センターレベル　政治経済　政治編 金 51

Y1811 英語 中２～高２　　男女合同 通年 英字新聞から世界を読もう 土 53

Y1911 英語 中２～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Advanced] 土 54

Y1912 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Intermediate] 土 54

Y1913 英語 中１～高３男女 通年 Academic Skills for Study Abroad [Basic] 土 54

Y1921 国語 全 通年 ステップアップ「文章検」４級～３級 土 54

Y1922 国語 全 通年 グレードアップ「文章検」３級～準２級 土 55

Y1971 芸術 男女 通年 美術館へ行こう！ 備考参照 55

Y1981 その他 中高女子 通年 なでしこ栗の木サッカー教室 土 55

Y2941 社会 中３～高２ 前 民法の話をしよう 土 56

Y2951 理科 男子 前 実験！化学合成研究室 土 56

Y2971 芸術 男女 前 「コビケン！古美術研究旅行」　話題の北陸新幹線で行く金沢・福井！ 備考参照 57

Y2981 その他 全 前 エルガリを弾こう 土 57

Y3871 芸術 全 後 トコトンロクロ？! 土 58

Y3941 社会 中３～高２ 後 楽しい刑事法 土 58

Y3951 理科 女子 後 実験！化学合成研究室 土 58

Y3972 芸術 全学年 後 《新国立劇場》
日本が世界に誇るオペラハウスでオペラ・バレエを鑑賞しよう！ 備考参照 59

ユニーク

通常

18


