
2020高３第Ⅱ期講座　休講対応一覧
日程に変更があり、既に申込済みの方は振替日程かt-PODへの振替か選択し、回答いただく必要があります。

日程に変更があります。

今のところ日程に変更はございません。

ID 区分 講座名 会場 講師名 変更前日程 変更前時間 変更 要回答 振替日程① 振替日程② t-POD
189 数学テストゼミ 第３回理系 御茶ノ水 長岡恭史 5/9 15:30～19:40 あり t-PODに振替となります

（ライブ授業なし）
あり

190 数学テストゼミ 第３回理系 t-POD 長岡恭史 5/22受講開始予定 なし
191 数学テストゼミ 第４回理文共通 御茶ノ水 長岡恭史 5/23 15:30～19:40 あり ○ 6/13(土)　15:30～19:40 あり
192 数学テストゼミ 第４回理文共通 t-POD 長岡恭史 5/29受講開始予定 なし
193 数学テストゼミ 第５回理文共通 御茶ノ水 長岡恭史 5/30 15:30～19:40 あり 7月以降に延期

※別途ご案内いたします
194 数学テストゼミ 第５回理文共通 t-POD 長岡恭史 6/5受講開始予定 あり 7月以降に延期

※別途ご案内いたします
195 数学テストゼミ 第６回理系 御茶ノ水 長岡恭史 6/13 15:30～19:40 あり 7月以降に延期

※別途ご案内いたします
196 数学テストゼミ 第６回理系 t-POD 長岡恭史 6/19受講開始予定 あり 7月以降に延期

※別途ご案内いたします
197 第Ⅱ期講座 東大特進英語講義 御茶ノ水 宮崎尊 5/17 10:00～13:20 あり ○ 6/3(水)　 17:30～20:50 あり
198 第Ⅱ期講座 東大特進英語講義 大阪 宮崎尊 5/10 10:00～13:20 あり ○ 6/15(月)　17:30～20:50 あり
199 第Ⅱ期講座 東大特進英語講義 名古屋 宮崎尊 5/31 10:00～13:20 あり ○ 6/14(日)　10:00～13:20 あり
200 第Ⅱ期講座 東大特進英語講義 t-POD 宮崎尊 5/15受講開始予定 なし
201 第Ⅱ期講座 東大特進英語テスト演習 御茶ノ水 宮崎尊 6/6・20 15:00～20:10 なし
202 第Ⅱ期講座 東大特進英語テスト演習 t-POD 宮崎尊 6/10受講開始予定 なし
203 第Ⅱ期講座 東大数学（文系） 大阪 志田晶 5/17 10:00～13:20 あり 6/14(日)　10:00～13:20
204 第Ⅱ期講座 東大数学文系 名古屋 志田晶 5/31 14:20～17:40 あり 6/27(土)　16:00～19:20
205 第Ⅱ期講座 東大数学理系 名古屋 志田晶 5/31、6/28 14:20～17:40 あり 6/27(土)　16:00～19:20

6/28(日)　14:20～17:40
206 第Ⅱ期講座 東大特進理系数学 大阪 本庄隆 6/28 12:30～16:40 なし
207 第Ⅱ期講座 トップレベル数学マスタークラス理系 t-POD 宮嶋俊和 6/10受講開始予定 なし
210 第Ⅱ期講座 東大数学特講（ⅠＡⅡB） 渋谷 松田聡平 6/21 10:00～13:20 なし
212 第Ⅱ期講座 数学の真髄文系 御茶ノ水 青木純二 5/22・29、6/5・12 18:30～20:00 あり ○ 6/5(金)　17:30～20:50

6/12(金)　17:30～20:50
あり

213 第Ⅱ期講座 数学の真髄文系 t-POD 青木純二 6/10受講開始予定 なし
214 第Ⅱ期講座 数学の真髄理系 御茶ノ水 青木純二 5/22・29、6/5・12・19・26 18:30～20:00 あり ○ 6/5(金） 17:30～20:50

6/12(金)　17:30～20:50
6/19(金)　18:30～20:00
6/26(金)　18:30～20:00

あり

215 第Ⅱ期講座 数学の真髄理系 t-POD 青木純二 6/10受講開始予定 なし
216 第Ⅱ期講座 東大現代文 御茶ノ水 林修 5/10 10:00～13:20 あり ○ 新宿会場

6/28(日)　10:00～13:20
あり

217 第Ⅱ期講座 東大現代文 新宿 林修 6/28 14:20～17:40 なし
218 第Ⅱ期講座 東大現代文 大阪 林修 5/24 14:20～17:40 あり ○ 6/7(日)　14:20～17:40 あり
219 第Ⅱ期講座 東大現代文 名古屋 林修 6/21 14:20～17:40 なし
220 第Ⅱ期講座 東大現代文 t-POD 林修 6/10受講開始予定 なし
221 第Ⅱ期講座 東大古文 渋谷 栗原隆 5/31 9:30～13:30 あり ○ 6/27(土)　16:00～20:00 あり
222 第Ⅱ期講座 東大古文 t-POD 栗原隆 6/10受講開始予定 なし
223 第Ⅱ期講座 東大物理 御茶ノ水 苑田尚之 5/10 14:20～19:30 あり ○ 7/5(日)　10:00～15:50

渋谷会場
6/21(日)　14:20～
19:30

あり

224 第Ⅱ期講座 東大物理 渋谷 苑田尚之 5/16・19 16日15:30～17:00
19日17:30～20:50

あり ○ 6/21(日)　14:20～19:30 御茶ノ水会場
7/5(日)　10:00～15:50

あり

225 第Ⅱ期講座 東大物理 大阪 苑田尚之 5/17 10:00～15:50 あり ○ 6/14(日)　10:00～15:50 あり
226 第Ⅱ期講座 東大物理 t-POD 苑田尚之 6/10受講開始予定 なし
227 第Ⅱ期講座 東大化学 御茶ノ水 大西哲男 5/17・24 14:20～19:30 あり ○ 6/7(日)　13:00～18:10

6/14(日)　13:00～18:10
あり

228 第Ⅱ期講座 東大化学 t-POD 大西哲男 6/10受講開始予定 なし
229 第Ⅱ期講座 東大特進化学 渋谷 鎌田真彰 5/31、6/21 14:20～19:30 あり t-PODに振替となります

（ライブ授業なし）
あり

230 第Ⅱ期講座 東大特進化学 t-POD 鎌田真彰 6/10受講開始予定 なし
231 第Ⅱ期講座 東大化学特講【休講】 大阪 7/5 13:00～18:10 あり 休講となります
232 第Ⅱ期講座 東大生物 t-POD 飯田高明 6/10受講開始予定 なし
233 第Ⅱ期講座 東大世界史 御茶ノ水 荒巻豊志 5/18、6/1・15・29 18:00～21:00 あり ○ 6/1(月)　18:00～21:00

6/15(月)　18:00～21:00
6/29(月)　18:00～21:00
7/6(月)　18:00～21:00

あり

234 第Ⅱ期講座 東大世界史 大阪 荒巻豊志 5/10・31、6/28 14:20～19:30
※6/28は17:40迄

あり ○ 6/14(日)　14:20～19:30
6/28(日)　14:20～19:30
7/5(日)　10:00～13:20

あり

235 第Ⅱ期講座 東大世界史 t-POD 荒巻豊志 6/10受講開始予定 なし
236 第Ⅱ期講座 東大日本史 御茶ノ水 山中裕典 6/21 15:00～18:20 なし
237 第Ⅱ期講座 東大日本史 大阪 山中裕典 7/5 14:20～17:40 なし
238 第Ⅱ期講座 東大日本史 t-POD 山中裕典 6/10受講開始予定 なし


