
第Ⅳ期講座　時間割(新宿・渋谷会場）
9/22(火) 9/26(土) 10/3(土) 10/7(水) 10/11(日) 10/12(月) 10/18(日) 10/21(水) 10/26(月) 11/3(火) 11/4(水)
渋谷 渋谷 渋谷 渋谷 新宿 新宿 渋谷 渋谷 渋谷 新宿 渋谷 新宿 渋谷 渋谷 新宿

10:00～11:00
東大物理
第Ⅳ期テストゼミ テスト1

苑田　尚之
11:20～12:50
東大物理
第Ⅳ期テストゼミ 解説1

苑田　尚之
13:50～14:50 13:00～14:30 13:00～14:30 14:20～15:20
東大物理 東大化学 東大化学 【高2】東大古文

第Ⅳ期テストゼミ テスト2 第Ⅳ期② 1 第Ⅳ期② 3 第Ⅳ期 1
苑田　尚之 鎌田　真彰 鎌田　真彰 栗原　隆
15:10～16:40 15:30～16:30 15:30～16:30 17:30～18:30 14:50～16:20 17:30～19:00 14:50～16:20 17:30～18:30 17:30～19:00 15:40～16:40 17:30～18:30
東大物理 東大物理 東大物理 東大現代文 東大化学 数学研究倶楽部 東大化学 東大現代文 数学研究倶楽部 【高2】東大古文 東大現代文
第Ⅳ期テストゼミ 解説2 第Ⅳ期テストゼミ テスト3 第Ⅳ期テストゼミ テスト4 第Ⅳ期テストゼミ テスト1 第Ⅳ期② 2 第Ⅳ期 1 第Ⅳ期② 4 第Ⅳ期テストゼミ テスト2 第Ⅳ期 3 第Ⅳ期 2 第Ⅳ期テストゼミ テスト3

苑田　尚之 苑田　尚之 苑田　尚之 林　修　 鎌田　真彰 宮嶋　俊和 鎌田　真彰 林　修　 宮嶋　俊和 栗原　隆 林　修　
16:50～18:20 16:50～18:20 18:45～20:15 19:20～20:50 18:45～20:15 19:20～20:50 16:50～17:20 18:45～20:15
東大物理 東大物理 東大現代文 数学研究倶楽部 東大現代文 数学研究倶楽部 【高2】東大古文 東大現代文
第Ⅳ期テストゼミ 解説3 第Ⅳ期テストゼミ 解説4 第Ⅳ期テストゼミ 解説1 第Ⅳ期 2 第Ⅳ期テストゼミ 解説2 第Ⅳ期 4 第Ⅳ期 添削演習 第Ⅳ期テストゼミ 解説3

苑田　尚之 苑田　尚之 林　修　 宮嶋　俊和 林　修　 宮嶋　俊和 栗原　隆 林　修　

11/7(土) 11/8(日) 11/9(月) 11/18(水) 11/21(土) 11/22(日) 11/23(月) 11/29(日) 11/30(月)
新宿 渋谷 渋谷 新宿 新宿 渋谷 渋谷 渋谷 渋谷

11:00～12:00 10:00～11:30 10:00～11:30 11:00～12:30
【高2】東大数学特講 東大物理 東大古文 東大古文
第Ⅳ期 1 第Ⅳ期② 1 第Ⅳ期② 1 第Ⅳ期② 3
松田　聡平 苑田　尚之 栗原　隆 栗原　隆
12:20～13:20 12:30～14:00 11:50～13:20 12:40～13:10
【高2】東大数学特講 東大物理 東大古文 東大古文
第Ⅳ期 2 第Ⅳ期② 2 第Ⅳ期② 2 第Ⅳ期② 添削演習

松田　聡平 苑田　尚之 栗原　隆 栗原　隆
14:20～15:20 14:20～15:50 14:20～15:10
【高1】東大数学特講 東大物理 東大数学特講

第Ⅳ期 1 第Ⅳ期② 3 第Ⅳ期 講義
松田　聡平 苑田　尚之 松田　聡平

16:00～17:00 15:40～16:40 17:30～19:00 17:30～18:30 16:00～17:00 15:20～17:00 17:30～19:00
【高2】東大現代文 【高1】東大数学特講 数学研究倶楽部 東大現代文 【高1】東大現代文 東大数学特講 数学研究倶楽部

第Ⅳ期 1 第Ⅳ期 2 第Ⅳ期 5 第Ⅳ期テストゼミ テスト4 第Ⅳ期 1 第Ⅳ期 テスト 第Ⅳ期 7
林　修　 松田　聡平 宮嶋　俊和 林　修　 林　修　 松田　聡平 宮嶋　俊和

17:20～18:20 19:20～20:50 18:45～20:15 17:20～18:20 17:10～17:40 19:20～20:50
【高2】東大現代文 数学研究倶楽部 東大現代文 【高1】東大現代文 東大数学特講 数学研究倶楽部

第Ⅳ期 2 第Ⅳ期 6 第Ⅳ期テストゼミ 解説4 第Ⅳ期 2 第Ⅳ期 解説 第Ⅳ期 8
林　修　 宮嶋　俊和 林　修　 林　修　 松田　聡平 宮嶋　俊和
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東大本

番レベル

模試

10/25

全国統

一高校

生テスト


