
東大特進コース2015年度『直前テストゼミ』時間割　東京会場　　　　会場：東進リーダ-塾御茶ノ水校・渋谷校・ナガセ西新宿ビル

御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 新宿 御茶ノ水 渋谷

5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム

10:00～11:00 10:00～11:00 10:00～12:00 10:00～11:00 10:00～11:00 10:00～11:00

1 東大特進世界史 東大特進世界史 東大特進英語 東大日本史 東大現代文 東大日本史

テスト① テスト③ テスト① テスト① テスト① テスト①

斎藤　整 斎藤　整 宮崎　尊 野島　博之 林　修 野島　博之

11:20～12:50 11:20～12:50 12:20～13:50 11:20～12:50 11:20～12:50 11:20～12:50

2 東大特進世界史 東大特進世界史 東大特進英語 東大日本史 東大現代文 東大日本史

解説授業① 解説授業③ 解説授業① 解説授業① 解説授業① 解説授業①

斎藤　整 斎藤　整 宮崎　尊 野島　博之 林　修 野島　博之

13:50～14:50 13:50～14:50 14:50～16:50 14:20～15:20 13:50～14:50 13:50～14:50

3 東大特進世界史 東大特進世界史 東大特進英語 東大現代文 東大日本史 東大日本史

テスト② テスト④ テスト② テスト① テスト② テスト②

斎藤　整 斎藤　整 宮崎　尊 林　修 野島　博之 野島　博之

15:10～16:40 15:10～16:40 17:10～18:40 15:40～17:10 15:10～16:40 15:10～16:40

4 東大特進世界史 東大特進世界史 東大特進英語 東大現代文 東大日本史 東大日本史

解説授業② 解説授業④ 解説授業② 解説授業① 解説授業② 解説授業②

斎藤　整 斎藤　整 宮崎　尊 林　修 野島　博之 野島　博之

御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷 御茶ノ水 渋谷

5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム 5Fセミナールーム 3Fセミナールーム 5Fセミナールーム 1Fセミナールーム

10:00～11:10 10:00～11:10 10:00～12:05 10:00～12:05 10:00～12:05 10:00～11:20 10:00～12:05 10:00～10：30

1 東大地理 東大地理 東大物理 東大物理 東大物理 東大世界史 東大物理 東大古文

テスト① テスト① テスト① テスト② テスト① テスト① テスト② テスト①

高橋　和明 高橋　和明 苑田　尚之 苑田　尚之 苑田　尚之 荒巻　豊志 苑田　尚之 栗原隆

11:30～13:00 11:30～13:00 13:05～15:05 13:05～15:05 13:05～15:05 11:40～13:40 13:05～15:05 10：50～12：20

2 東大地理 東大地理 東大物理 東大物理 東大物理 東大世界史 東大物理 東大古文

解説授業① 解説授業① 解説授業①-1 解説授業②-1 解説授業①-1 解説授業① 解説授業②-1 解説授業①

高橋　和明 高橋　和明 苑田　尚之 苑田　尚之 苑田　尚之 荒巻　豊志 苑田　尚之 栗原隆

14:00～15:10 14:00～15:10 15:25～17:25 15:25～17:25 15:25～17:25 14:40～16:00 15:25～17:25 13：20～13：50

3 東大地理 東大地理 東大物理 東大物理 東大物理 東大世界史 東大物理 東大古文

テスト② テスト② 解説授業①-2 解説授業②-2 解説授業①-2 テスト② 解説授業②-2 テスト②

高橋　和明 高橋　和明 苑田　尚之 苑田　尚之 苑田　尚之 荒巻　豊志 苑田　尚之 栗原隆

15:30～17:00 15:30～17:00 16:20～18:20 14：10～15：40

4 東大地理 東大地理 東大世界史 東大古文

解説授業② 解説授業② 解説授業② 解説授業②

高橋　和明 高橋　和明 荒巻　豊志 栗原隆

2月1日(月) 2月2日(火)1月27日(水) 1月28日(木) 1月29日(金) 1月30日(土) 1月31日(日)

2月8日(月) 2月9日(火)2月3日(水) 2月4日(木) 2月5日(金) 2月6日(土) 2月7日(日)



東大特進コース2015年度『直前テストゼミ』時間割大阪会場　　　会場：阪急グランドビル26階会議室

2月2日(火) 2月3日(水) 2月5日(金) 2月6日(土) 2月7日(日) 2月10日(水) 2月12日(金)

阪急グランドビル 阪急グランドビル 阪急グランドビル 阪急グランドビル 阪急グランドビル 阪急グランドビル 阪急グランドビル

1・2・3・11号室 5・6号室 1・2・3号室 1・2・3号室 1・2・3号室 5・6号室 5・6号室

10:00～12:00 10:00～11:00 10:00～11:20 10:00～11:00 10:00～12:05 10:00～12:05

1 東大特進英語 東大日本史 東大世界史 東大特進地理 東大物理 東大物理

テスト① テスト① テスト① テスト① テスト① テスト②

宮崎　尊 野島　博之 荒巻　豊志 村瀬　哲史 苑田　尚之 苑田　尚之

12:20～13:50 11:20～12:50 11:40～13:40 11:20～12:50 13:05～15:05 13:05～15:05

2 東大特進英語 東大日本史 東大世界史 東大特進地理 東大物理 東大物理

解説授業① 解説授業① 解説授業① 解説授業① 解説授業①-1 解説授業②-1

宮崎　尊 野島　博之 荒巻　豊志 村瀬　哲史 苑田　尚之 苑田　尚之

14:20～15:20 14:50～16:50 13:50～14:50 14:40～16:00 13:50～14:50 15:25～17:25 15:25～17:25

3 東大現代文 東大特進英語 東大日本史 東大世界史 東大特進地理 東大物理 東大物理

テスト① テスト② テスト② テスト② テスト② 解説授業①-2 解説授業②-2

林　修 宮崎　尊 野島　博之 荒巻　豊志 村瀬　哲史 苑田　尚之 苑田　尚之

15:40～17:10 17:10～18:40 15:10～16:40 16:20～18:20 15:10～16:40

4 東大現代文 東大特進英語 東大日本史 東大世界史 東大特進地理

解説授業① 解説授業② 解説授業② 解説授業② 解説授業②

林　修 宮崎　尊 野島　博之 荒巻　豊志 村瀬　哲史



東大特進コース2015年度『直前テストゼミ』時間割名古屋会場　　　会場：AP名古屋名駅　

2月11日(木)

AP名古屋名駅

L・M・N

10：00～10：50

1 東大数学

テスト①

志田　晶

11：10～12：00

2 東大数学

解説授業①

志田　晶

13：00～13：50

3 東大数学

テスト②

志田　晶

14：10～15：00

4 東大数学

解説授業②

志田　晶


