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冬期講習

高3生申込用紙（外部生用）
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◆お申し込みの受講講座に○をご記入の上、費用を添えて、鳥取予備校事務局までお申し込みください。
◆伝習館在籍経験のある方（短期講習除く）は、上記にご記入ください。（内部生料金とさせていただきます）
◆講習費用 1講座9,800円（税込） ※個人指導・個別指導の申込用紙は、別紙となります。費用につきましては、パンフレットをご覧ください。
◆冬期講習受講料の総額が76,000円(税込)以上になった場合 一律76,000円（税込）
9：50-10：50 11：00-12：00 (60分×2)
①期
12/18
（月）
～
12/20
（水）

13：10-14：10 14：20-15：20 (60分×2)

15：40-16：40 16：50-17：50 (60分×2)

T301 センター・私大〔英文法①〕 森田

T306 ※センター英語〔長文読解456〕 藤田

T302 難関国公立大英語 坂下

T307 ※センター英語〔長文読解〈初級〉〕 田村

T303 センター数学テストゼミⅠA〔詳解〕 鶴原

T308 ※センター漢文 浅井

T304 ※センター古文① 三谷

T309 センター物理基礎 中井

T305 センター地理 小林

②期
12/21
（木）
～
12/23
（土）

T310 ※センター英語〔長文読解〕 坂下

T314 上位私大英語① 田村

T311 中堅私大英語① 森田

T315 センター数学テストゼミⅠA〔完成〕 鈴木け

T313 センター地学基礎 勝原

T317 ※センター漢文 浅井

③期
12/25
（月）
～
12/27
（水）

T318 ※センター英語〔長文読解〈初級〉〕 田村

T323 ※センター英語〔語句整序・文意把握読解〕 森田

T328 中堅～上位私大英語 藤田

T319 センター数学テストゼミⅡB〔完成〕 鈴木け

T324 ※単元別センター数学〔数列・ベクトル〕 鶴原

T329 単元別センター数学〔データ・整数〕 中垣

T320 中堅私大国語① 浅井

T325 ※設問別古文〔説明問題・和歌〕 三谷

T330 センター古典テストゼミ 浅井

T321 センター物理① 中井

T326 センター化学① 勝原

T331 上位私大国語 三谷

T322 センター世界史① 坂本

T327 センター日本史①〔近現代〕 大西

T332 ※センター英語〔語句整序・文意把握読解〕 森田

T336 ※センター英語〔長文読解〕 坂下

T339 センター英語〔長文読解：第5問第6問限定〕 藤田

T333 センター現代文〔現役生対象講座〕 三谷

T337 センター数学〔現役生対象講座：文系〕 安部

T340 ※単元別センター数学〔いろいろな関数・微積分〕 中垣

T334 中堅私大国語② 鈴木と

T338 センター数学テストゼミⅡB〔詳解〕 鶴原

T341 ※センター現代文 三谷

④期
12/28
（木）
～
12/30
（土）
⑤期
1/1（月）
～
1/3（水）

⑥期
1/4（木）
～
1/6（土）

⑦期
1/7（日）
～
1/9（火）

⑧期
1/10（水）

1/11（木）

T312 ※センター数学テストゼミⅠA〔演習〕 安部 T316 ※センター現代文 三谷

T335 センター生物 勝原

T342 センター生物基礎 勝原

T343 センター英語テストゼミ〔予想問題演習〕 森田 T347 平均点へのセンター国語〔現代文・古文〕 鈴木と

T351 センター英語〔現役生対象講座〕 田村

T344 ※単元別センター数学〔2次関数・確率〕 鈴木け

T348 センター現代文テストゼミ 浅井

T352 ※単元別センター数学〔数列・ベクトル〕 鶴原

T345 センター古文〔現役生対象講座〕 浅井

T349 センター化学② 中井

T346 センター政治・経済 坂本

T350 センター世界史② 坂本

T353 ※センター英語〔長文読解456〕 藤田

T356 ※センター数学テストゼミⅠA〔演習〕 安部 T360 ※センター英語〔リスニング・発音・音声〕 坂下

T354 センター数学〔現役生対象講座：理系〕 鶴原

T357 センター漢文〔現役生対象講座〕 浅井

T361 ※センター数学テストゼミⅡB〔演習〕 安部

T355 センター物理② 中井

T358 センター化学テストゼミ 勝原

T362 センター古文② 浅井

T359 センター日本史②〔全範囲〕 大西

T363 ※設問別古文〔説明問題・和歌〕 三谷

T364 ※センター英語〔リスニング・発音・音声〕 坂下

T368 センター・私大〔英文法②〕 田村

T372 ※単元別センター数学〔2次関数・確率〕 鈴木け

T365 ※単元別センター数学〔いろいろな関数・微積分〕

T369 ※センター数学テストゼミⅡB〔演習〕 安部 T373 平均点へのセンター国語〔古文・漢文〕 鈴木と

中垣

T366 センター物理テストゼミ 中井

T370 ※センター古文① 三谷

T374 センター化学基礎 中井

T367 センター倫理 坂本
英語9：40-12：10 国語10：20-12：10

T371 センター生物テストゼミ 勝原
13：10-15:20

T375 センター現代社会 坂本
15：40-17：50

Z301 センター直前ゼミ〔英語①〕

Z303 センター直前ゼミ〔現代社会〕

Z305 ※センター直前ゼミ〔数学ⅡB〕

Z302 ※センター直前ゼミ〔古典〕

Z304 ※センター直前ゼミ〔数学ⅡB〕

Z306 センター直前ゼミ〔化学〕

Z307 ※センター直前ゼミ〔英語②〕

Z309 センター直前ゼミ〔数学ⅠA〕

Z312 ※センター直前ゼミ〔英語②〕（15：40－18：10）

Z308 センター直前ゼミ〔現代文〕

Z310 センター直前ゼミ〔物理〕

Z313 ※センター直前ゼミ〔古典〕（15：40－17：30）

9：50-10：50 11：00-12：00 (60分×2)

Z311 センター直前ゼミ〔生物〕
13：10-14：10 14：20-15：20 (60分×2)

15：40-16：40 16：50-17：50 (60分×2)

⑨期
1/16（火）
～
1/18（木）

T376 中堅私大英語② 田村

T379 私大国語テストゼミ 浅井

T381 上位私大英語② 坂下

T377 国公立大古文テストゼミ 三谷

T380 私大政治・経済 坂本

T382 数学Ⅲ〔ハイレベル〕 鈴木け

⑩期
1/20（土）
～
1/22（月）

T384 上位私大英語③ 森田

T387 中堅私大英語③ 河﨑

T390 基礎～中堅私大英語 藤田

T385 記述数学ⅠAⅡB 安部

T388 関関同立国語 鈴木と

T391 数学Ⅲ〔スタンダード〕 鶴原

T386 私大世界史 坂本

T389 私大日本史 大西

T392 私大生物 勝原
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T378 私大化学 勝原

T383 私大物理 中井
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〒680-0823鳥取市幸町26-9
学校法人 楷成学園
専修学校

鳥取予備校
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日

