
2016年度東大特進コース　「秋期特別講座ライブ授業」「秋期テストゼミ」「秋期集中講座」　大阪会場　時間割　　会場：東進リーダー塾大阪校

9月3日(土) 9月4日(日) 9月11日(日) 9月22日(木) 9月25日(日) 10月9日(日) 10月10日(月) 10月11日(火) 10月12日(水)

大阪校 大阪校 大阪校 大阪校 大阪校 大阪校 大阪校 大阪校 大阪校

Aルーム Aルーム Aルーム Aルーム Aルーム Aルーム Bルーム A・Bルーム Aルーム Aルーム Aルーム Aルーム Bルーム

1 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』

東大物理③ 東大特進英語③ 東大世界史④

10：00～11：30 10：00～11：30 『秋期テストゼミ』 『秋期テストゼミ』 『秋期テストゼミ』 10：00～11：30 『秋期テストゼミ』

苑田　　尚之 宮崎　尊 東大物理 東大地理 東大特進英語 荒巻豊志 東大物理

2 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』 ①・② ①・② ①・② 『秋期特別ライブ』 ③・④

東大物理④ 東大特進英語④ テスト①　12：00～13：00 テスト①　10：00～11：00 テスト①　10：00～11：30 東大世界史⑤ テスト③　12：00～13：00

12：10～13：40 11：50～13：20 解  説①　13：15～14：45 解  説①　11：20～12：50 解  説①　11：50～13：20 11：50～13：20 解  説③　13：15～14：45

苑田　　尚之 宮崎　尊 テスト②　15：00～16：00 テスト②　13：50～14：50 テスト②　14：20～15：50 荒巻豊志 テスト④　15：00～16：00

3 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』 解  説②　16：15～17：45 解  説②　15：10～16：40 解  説②　16：10～17：40 『秋期特別ライブ』 解  説④　16：15～17：45

東大地理① 東大特進英語① 東大世界史① 東大世界史⑥

14：20～15：50 14：20～15：50 14：20～15：50 苑田　　尚之 高橋　和明 宮崎　尊 14：20～15：50 苑田　　尚之

高橋和明 宮崎　尊 荒巻豊志 荒巻豊志

4 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』 『秋期テストゼミ』 『秋期テストゼミ』

東大物理① 東大地理② 東大特進英語② 東大世界史② 東大現代文 東大現代文

16：30～18：00 16：10～17：40 16：10～17：40 16：10～17：40 ① ②

苑田　　尚之 高橋和明 宮崎　尊 荒巻豊志 テスト①　17：00～18：00 テスト②　17：00～18：00

5 『秋期特別ライブ』 『秋期特別ライブ』 解  説①　18：15～19：45 解  説②　18：15～19：45

東大物理② 東大世界史③ 林　修 林　修

18：20～19：50 18:00～19:30

苑田　　尚之 荒巻豊志

10月22日(土) 10月23日(日) 10月30日(日) 11月6日(日) 11月19日(土) 11月20日(日) 11月26日(土)

大阪校 大阪校 大阪校 大阪校 大阪校 大阪校

Aルーム Aルーム Aルーム Bルーム Aルーム Aルーム Aルーム Aルーム Bルーム Aルーム Aルーム Bルーム Aルーム Bルーム

1 『秋期集中講座』 11：00～12：00 11:00～12:00 『秋期集中講座』

東大特進文系数学① 【高2】東大数学 【高2】東大現代文 東大特進理系数学①

テスト　10：00～11：40 ① ① テスト　10：00～11：40

本庄　隆 志田　晶 林　修 本庄　隆

2 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 12：20～13：20 12:20～13:20 『秋期集中講座』

東大物理① 東大特進文系数学② 【高2】東大数学 【高2】東大現代文 東大特進理系数学②

13：00～14：30 解説　11：50～13：20 ② ② 解説　11：50～13：20

苑田　　尚之 本庄　隆 志田　晶 林　修 本庄　隆

3 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 14:20～15:20 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』

東大物理② 東大地理① 【高2】東大数学特進リサーチ 東大特進英語① 東大化学特講① 東大世界史① 東大現代文② 東大世界史① 東大数学特進リサーチ（理系）①

14：50～16：20 14：20～15：50 ① 14：20～15：50 14：20～15：50 14：20～15：50 テスト②　14：20～15：20 14：20～15：50 14：20～15：50

苑田　　尚之 高橋　和明 宮嶋　俊和 宮崎　尊 齊藤　幸一 荒巻　豊志 解  説②　15：35～17:05 荒巻　豊志 宮嶋　俊和

4 『秋期テストゼミ』 『秋期テストゼミ』 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 15:40～16:40 17：00～18：30 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 林　修 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』

東大特進英語 東大特進英語 東大物理③ 東大地理② 【高2】東大数学特進リサーチ 【高2】東大特進英語 東大特進英語② 東大化学特講② 東大世界史② 東大現代文① 東大世界史② 東大数学特進リサーチ（理系）②

③ ④ 16：40～18：10 16：10～17：40 ② ① 16：10～17：40 16：10～17：40 16：10～17：40 テスト①　17：00～18：00 16：10～17：40 16：10～17：40

テスト③　17：00～18：30 テスト③　　17：00～18：30 苑田　　尚之 高橋　和明 宮嶋　俊和 宮崎　尊 宮崎　尊 齊藤　幸一 荒巻　豊志 解  説①　18：15～19：45 荒巻　豊志 宮嶋　俊和

5 解  説④　18：45～20：15 解  説④　　18：45～20：15 18：50～20：20 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 『秋期集中講座』 林　修 『秋期集中講座』

宮崎　尊 宮崎　尊 【高2】東大特進英語 東大特進英語③ 東大化学特講③ 東大世界史③ 東大世界史③

② 18：00～19：30 18:00～19:30 18:00～19:30 18:00～19:30

宮崎　尊 宮崎　尊 齊藤　幸一 荒巻　豊志 荒巻　豊志

大阪校 大阪校 大阪校

東進
全国統一高校生テスト

11月23日(水) 11月27日(日) 12月4日(日)

大阪校

大阪校

10月16日(日)

11月3日(木)

東進
第2回東大本番

レベル模試

大阪校

10月2日(日)


