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講座番号 科目 講座名 講師名 講座番号 科目 講座名 講師名

8001 英語 東大英語 富田　一彦 8042 英語 西谷昇二の英文法・語法〈実戦編〉 西谷　昇二

8002 英語 京大英語 妹尾　真則 8043 英語 高３ハイレベル国公立大英語 栗山　健太

8003 英語 国公立大医系英語 佐々木　和彦 8044 英語 高３ハイレベル私大英語 谷川　学

8004 英語 早大英語 佐々木　和彦 8045 英語 高３標準英語 島田　亮

8005 英語 早大英語 佐藤　ヒロシ 8051 数学 東大理科数学 土田　竜馬

8006 英語 慶大英語 西川　彰一 8052 数学 東大文科数学 岡本　寛

8007 英語 慶大ＳＦＣ英語 西川　彰一 8053 数学 京大理系数学 大林　昭雄

8008 英語 早慶英語 西谷　昇二 8054 数学 京大文系数学 大山　壇

8009 英語 ＧＭＡＲＣＨ英語 佐藤　慎二 8055 数学 国公立大医系数学 藤田　健司

8010 英語 南山大英語 齋藤　直孝 8056 数学 早慶理系数学 土田　竜馬

8011 英語 関大英語 姜　昌和 8057 数学 私立医系数学 堀川　晋

8012 英語 関学大英語 姜　昌和 8062 数学 基礎→標準数学Ⅰ・Ａ〈確率〉 石川　航

8013 英語 同志社大英語 姜　昌和 8063 数学 基礎→標準数学Ⅱ・Ｂ〈ベクトル〉 野崎　翔太

8014 英語 立命館大英語 姜　昌和 8064 数学 荻野暢也のハイレベル数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ 荻野　暢也

8015 英語 近大英語 川又　祥和 8065 数学 小林清隆のハイレベル数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ 小林　清隆

8016 英語 西南・福大英語 三角　耕一郎 8066 数学 藤田健司のハイレベル数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ〈総合問題演習〉 藤田　健司

8017 英語 私立医系英語 吉村　和明 8067 数学 藤田健司のハイレベル数学〈整数・確率特講〉 藤田　健司

8022 英語 ハイレベル英作文 小倉　弘 8068 数学 阿由葉勝の標準数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ 阿由葉　勝

8023 英語 標準→ハイレベル英文読解 姜　昌和 8069 数学 貫浩和の標準数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ 貫　浩和

8024 英語 標準→ハイレベル英文読解 齋藤　直孝 8070 数学 岡本寛の基礎→標準数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ 岡本　寛

8025 英語 基礎→標準英文読解 島田　亮 8071 数学 山本俊郎の基礎数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ 山本　俊郎

8026 英語 佐藤慎二の標準→ハイレベル英語〈読解・文法・英作文〉 佐藤　慎二 8072 数学 荻野暢也のハイレベル数学Ⅲ 荻野　暢也

8027 英語 佐藤慎二の基礎→標準英語〈文法・読解〉 佐藤　慎二 8073 数学 小林清隆のハイレベル数学Ⅲ 小林　清隆

8028 英語 富田一彦の共通テスト英語 富田　一彦 8074 数学 藤田健司のハイレベル数学Ⅲ〈曲線・積分法・抽象関数〉 藤田　健司

8029 英語 富田一彦のハイレベル英語 富田　一彦 8075 数学 阿由葉勝の標準数学Ⅲ 阿由葉　勝

8030 英語 富田一彦の標準英語 富田　一彦 8076 数学 貫浩和の標準数学Ⅲ 貫　浩和

8031 英語 仲本浩喜の共通テスト英語 仲本　浩喜 8077 数学 岡本寛の基礎→標準数学Ⅲ 岡本　寛

8032 英語 仲本浩喜の上智大英語ファイナルアタック 仲本　浩喜 8078 数学 山本俊郎の基礎数学Ⅲ 山本　俊郎

8033 英語 仲本浩喜のハイレベル英語〈総合完成〉 仲本　浩喜 8079 数学 高３ハイレベル理系数学 土田　竜馬

8034 英語 仲本浩喜の標準英語〈総合完成〉 仲本　浩喜 8080 数学 高３標準数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ 堀川　晋

8035 英語 仲本浩喜の英文法入門 仲本　浩喜 8081 数学 高３標準数学Ⅲ 大林　昭雄

8036 英語 西川彰一の共通テスト英語 西川　彰一 8082 数学 高３基礎→標準数学Ⅲ 斎藤　裕介

8037 英語 西川彰一のハイレベル英語〈読解中心〉 西川　彰一 8091 国語 東大現代文 藤井　健志

8038 英語 西川彰一の標準英語〈読解中心〉 西川　彰一 8092 国語 東大古典 元井　太郎

8039 英語 西谷昇二のハイレベル英語〈読解・英作・文法・単語〉 西谷　昇二 8093 国語 京大国語 木村　勧・西村　雪野

8040 英語 西谷昇二の標準英語〈読解・英作・文法・単語〉 西谷　昇二 8094 国語 早大現代文 酒井　敏行

8041 英語 西谷昇二の基礎徹底英語〈共通テスト対策：Ｒ＆Ｌ〉 西谷　昇二 8095 国語 早大現代文 笹井　厚志

～2021速習冬期直前講習会Ⅰ期～

　　　　対象講座：2021速習冬期直前講習会講座Ⅰ期

　　　　下記の2021速習冬期直前講習会講座Ⅰ期

　　　　　(90分×4回)からお選びいただけます。

受付期間：2021/9/1～2021/12/25　　　　　受講期間：2021/9/3～2022/1/31

2021

無料特別講座

高1～３生対象

※一部90分×5回、180分×5回の講座を含む。
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講座番号 科目 講座名 講師名 講座番号 科目 講座名 講師名

8096 国語 早大古文 元井　太郎 8145 理科 ハイレベル化学 西村　淳矢

8097 国語 ＧＭＡＲＣＨ現代文 黒目　邦治 8146 理科 標準化学〈理論〉 西村　淳矢

8098 国語 ＧＭＡＲＣＨ古文 梅澤　聖京 8147 理科 標準化学〈有機〉 西村　淳矢

8099 国語 関関同立大現代文 黒目　邦治 8148 理科 亀田和久の化学〈理論・無機〉 亀田　和久

8100 国語 関関同立大古文 堀内　剛史 8149 理科 亀田和久の化学〈理論・有機〉 亀田　和久

8101 国語 共通テスト現代文 青木　邦容 8150 理科 亀田和久の基礎→標準化学 亀田　和久

8102 国語 共通テスト現代文 船口　明 8151 理科 藤原康雄の化学〈理論化学編〉 藤原　康雄

8103 国語 共通テスト古典 漆原　慎太郎 8152 理科 藤原康雄の化学〈無機有機編〉 藤原　康雄

8104 国語 共通テスト古典 望月　光 8153 理科 藤原康雄の入門化学 藤原　康雄

8107 国語 酒井敏行のハイレベル現代文 酒井　敏行 8154 理科 ハイレベル生物 大堀　求

8108 国語 笹井厚志のハイレベル現代文 笹井　厚志 8155 理科 標準生物 鈴川　茂

8109 国語 青木邦容の標準現代文〈制限時間に勝つ速読力と思考力〉 青木　邦容 8156 理科 大堀求の生物〈共通テスト・２次・私大：考える問題編〉 大堀　求

8110 国語 黒目邦治の標準現代文 黒目　邦治 8157 理科 大堀求の生物〈重要事項の総復習編〉 大堀　求

8111 国語 船口明の標準現代文 船口　明 8165 地歴・公民 東大日本史 井上　烈巳

8112 国語 漆原慎太郎の標準→ハイレベル古典〈共通テスト対策〉 漆原　慎太郎 8166 地歴・公民 東大世界史 新里　将平

8113 国語 望月光のハイレベル古文 望月　光 8167 地歴・公民 東大・国公立大地理 武井　明信

8114 国語 漆原慎太郎の標準古文 漆原　慎太郎 8168 地歴・公民 早慶日本史 土屋　文明

8115 国語 望月光の標準古文 望月　光 8169 地歴・公民 早慶世界史〈近現代〉 佐藤　幸夫

8116 国語 堀内剛史の基礎→標準古文 堀内　剛史 8170 地歴・公民 早大・難関大政経 畠山　創

8117 国語 北澤紘一の標準→ハイレベル漢文 北澤　紘一 8171 地歴・公民 共通テスト日本史 土屋　文明

8118 国語 堀内剛史の基礎→標準国語〈共通テスト対策〉 堀内　剛史 8172 地歴・公民 共通テスト世界史 佐藤　幸夫

8119 国語 高３ハイレベル現代文 藤井　健志 8173 地歴・公民 共通テスト地理 宮路　秀作

8120 国語 高３標準現代文 木村　勧 8174 地歴・公民 共通テスト倫理、政治・経済 蔭山　克秀

8121 国語 高３ハイレベル古文 元井　太郎 8175 地歴・公民 共通テスト倫理、政治・経済 畠山　創

8122 国語 高３標準古文 西村　雪野 8176 地歴・公民 共通テスト政治・経済 蔭山　克秀

8123 国語 高３漢文 北澤　紘一 8177 地歴・公民 共通テスト現代社会 蔭山　克秀

8125 理科 東大・京大物理 為近　和彦 8178 地歴・公民 共通テスト倫理 蔭山　克秀

8126 理科 東大・京大化学 岡島　光洋 8179 地歴・公民 詳説日本史講義〈近現代の文化史〉 井上　烈巳

8127 理科 東大・京大生物 大町　尚史 8180 地歴・公民 詳説日本史講義〈近現代テーマ史〉 重野　陽二郎

8128 理科 医学部化学 岡島　光洋 8181 地歴・公民 土屋文明の日本史〈全時代の文化史〉 土屋　文明

8129 理科 医学部生物 大町　尚史 8182 地歴・公民 土屋文明の日本史〈近現代のテーマ史〉 土屋　文明

8130 理科 共通テスト物理 稲垣　満 8183 地歴・公民 土屋文明の日本史〈江戸～昭和時代の正誤問題〉 土屋　文明

8131 理科 共通テスト化学 亀田　和久 8184 地歴・公民 詳説世界史講義〈近現代テーマ史〉 新里　将平

8132 理科 共通テスト生物 大堀　求 8185 地歴・公民 佐藤幸夫の〈タテとヨコ〉の世界テーマ史 佐藤　幸夫

8133 理科 共通テスト地学 蜷川　雅晴 8186 地歴・公民 佐藤幸夫の正誤対策＆最終チェック世界史 佐藤　幸夫

8138 理科 標準物理 木村　亮太 8187 地歴・公民 佐藤幸夫の戦後世界史〈1945年以降の各国史〉 佐藤　幸夫

8139 理科 漆原晃の物理〈力学・電磁気〉 漆原　晃 8188 地歴・公民 武井明信の地理〈貿易、地誌問題対策〉 武井　明信

8140 理科 漆原晃の物理〈波動・熱〉 漆原　晃 8189 地歴・公民 宮路秀作の地理〈共通テスト攻略〉 宮路　秀作

8141 理科 漆原晃の基礎→標準物理 漆原　晃 8190 地歴・公民 詳説政治・経済講義〈最新時事・盲点チェック〉 蔭山　克秀

8142 理科 為近和彦の物理〈力学・電磁気〉 為近　和彦 8191 地歴・公民 畠山創の政治・経済〈国際政治・経済〉 畠山　創

8143 理科 為近和彦の物理〈熱・波動・原子〉 為近　和彦 8192 地歴・公民 畠山創の政治・経済〈最新時事講義＆予想問題総チェック〉 畠山　創

8144 理科 為近和彦の入門物理 為近　和彦

～2021速習冬期直前講習会Ⅰ期～
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講座番号 科目 講座名 講師名 講座番号 科目 講座名 講師名

8201 英語 高１ハイレベル英語 谷川　学 8215 数学 標準数学Ⅱ・Ｂ 貫　浩和

8202 英語 高１標準英語 西川　彰一 8216 数学 基礎数学Ⅱ・Ｂ 大山　壇

8203 英語 高１基礎英語 島田　亮 8217 数学 基礎数学Ⅱ・Ｂ 小島　祐太

8204 英語 高２ハイレベル英語 栗山　健太 8218 国語 高１国語（現代文） 黒目　邦治

8205 英語 高２標準英語 島田　亮 8219 国語 高１国語（古文） 堀内　剛史

8206 英語 高２標準英語 西川　彰一 8220 国語 高２ハイレベル国語（現代文） 藤井　健志

8207 英語 高２基礎英語 島田　亮 8221 国語 高２標準国語（現代文） 黒目　邦治

8208 数学 ハイレベル数学Ⅰ・Ａ 堀川　晋 8222 国語 高２ハイレベル国語（古典） 喜久知　賢

8209 数学 標準数学Ⅰ・Ａ 斎藤　裕介 8223 国語 高２標準国語（古文） 堀内　剛史

8210 数学 標準数学Ⅰ・Ａ 貫　浩和 8224 理科 高校物理 木村　亮太

8211 数学 基礎数学Ⅰ・Ａ 大山　壇 8225 理科 高校化学 藤原　康雄

8212 数学 基礎数学Ⅰ・Ａ 小島　祐太 8226 理科 高校生物 鈴川　茂

8213 数学 ハイレベル数学Ⅱ・Ｂ 斎藤　裕介 8227 地歴・公民 高校日本史 重野　陽二郎

8214 数学 標準数学Ⅱ・Ｂ 斎藤　裕介 8228 地歴・公民 高校世界史 新里　将平

～2021速習冬期直前講習会Ⅰ期(高1・2生)～

3


