
Medi-UPでは、共通テスト、私立医学部一般入試、国公立医学部2次試験に向けた直前講座を開講します。

いよいよラストスパートです。本要項を確認の上、期日までに申し込みをしてください。

｜ 開講期間 ｜ 2021年12月14日（火）～2022年2月21日（月）

｜ 対 象 ｜ 高校3年生 および 高卒生

｜ 開講講座 ｜ ■ 大学別対策講座 （オンライン実施）

■ 共通テスト対策講座 （オンライン実施）

■ テーマ別講座 （教室実施）

｜ 申込締切 ｜

Medi-UP 校内生の方： 講座により締切日が異なります。中のご案内をご覧ください。

直前講座からMedi-UP に入学される方： 受講講座初回授業日の3日前

上本町校 西宮北口校 京都校
TEL 06-6770-7614 TEL 0798-66-8886 TEL 075-344-1470
FAX 06-6770-7615 FAX 0798-66-8887 FAX 075-344-1471

2021‐2022
直前講座受講案内



｜ 直前講座一覧 ｜

教室実施授業には定員がございます。

定員になると申し込みを締め切りますので、受講をお考えの際はお早めにお申し込みください。

講座名
開講校舎

上本町 西宮北口 京都

大学別講座

奈良県立医科大学（推薦・前期対応）※

オンラインライブ形式

（後日録画視聴可）

Zoomを用いたオンライン形式で実施します。

ライブ授業が受講できない場合は、後日録画

視聴が可能です。

※の4講座は、過去問解説動画の特典がつきます。

和歌山県立医科大学 ※

京都府立医科大学 ※

滋賀医科大学 ※

大阪医科薬科大学（前期・後期対応）

関西医科大学（前期・後期対応）

兵庫医科大学

近畿大学医学部（前期・後期対応）

愛知医科大学

福岡大学医学部

共通テスト

対策講座

現代文

古文漢文

日本史

テ
ー
マ
別
講
座

英

語

英文法 最終チェック 教室 教室 －

マーク式長文 最終チェック 教室 教室 教室

和文英訳 最終チェック 教室 教室 －

国公立大医学部への英語ファイナル 教室 教室 教室

数

学

場合の数・確率 最終チェック 教室 教室 －

数学Ⅲ微積分 最終チェック 教室 教室 －

複素数平面 最終チェック 教室 教室 －

国公立大医学部への数学ファイナル 教室 教室 教室

物

理

単振動 最終チェック 教室 教室 －

交流過渡現象 最終チェック 教室 教室 －

原子物理 最終チェック 教室 教室 －

国公立大医学部への物理ファイナル 教室 教室 教室

化

学

理論化学の苦手分野 最終チェック 教室 教室 －

無機化学と合成高分子 最終チェック 教室 教室 －

構造決定と天然高分子 最終チェック 教室 教室 －

国公立大医学部への化学ファイナル 教室 教室 教室

生

物

入試基礎事項の総復習 教室 教室 －

神経回路と行動 最終チェック 教室 教室 －

新型コロナ（時事トピック） 教室 教室 教室

国公立大医学部への生物ファイナル 教室 － 教室



｜ 入学金 ｜ 30,000 円 (税込33,000 円）
※ 現在、アップの各校舎で校内生で在籍している方は、入学金不要です。

※ 永久会員の資格をお持ちの校外生の方は、事務手数料2,000円 (税込2,200円）のみ必要です。

｜ 授業料一覧 ｜

｜ 授業料納入方法 ｜
Medi-UP校内生で口座振替をご登録の方は、下記の請求月に口座振替となります。申込締切日を過ぎてお申し込みされた

場合は、再振替または翌月のご請求になります。

校外生および銀行のご登録のない方は、「振込のご案内」（郵送）に記載されている指定の銀行口座にお振り込みくださ

い。

大学別講座（各科目2回完成）※ テーマ別講座（各講座2回完成）

1科目 12,000 円 (税込13,200 円） 1講座 16,000 円 (税込17,600 円）

2科目 23,500 円 (税込25,850 円） 2講座 30,000 円 (税込33,000 円）

3科目 34,500 円 (税込37,950 円） 3講座 42,000 円 (税込46,200 円）

4科目 45,000 円 (税込49,500 円） 4講座 54,000 円 (税込59,400 円）

5科目 55,000 円 (税込60,500 円）兵庫医科大学のみ 5講座 66,000 円 (税込72,600 円）

共通テスト対策講座（各講座4回完成） 6講座 78,000 円 (税込85,800 円）

1講座 9,000 円 (税込9,900 円） 7講座 90,000 円 (税込99,000 円）

2講座 17,000 円 (税込18,700 円） 8講座 102,000 円 (税込112,200 円）

3講座 25,000 円 (税込27,500 円） 9講座 106,000 円 (税込116,600 円）

※大学別講座は、大学毎に科目数でご請求します。

例）◯◯大学1科目と、□□大学3科目受講の場合は、

13,200円＋37,950円の合計51,150円（税込）の

ご請求となります。

10講座 110,000 円 (税込121,000 円）

11講座 114,000 円 (税込125,400 円）

12講座 118,000 円 (税込129,800 円）

13講座 122,000 円 (税込134,200 円）

14講座 126,000 円 (税込138,600 円）

15講座 130,000 円 (税込143,000 円）

16講座 134,000 円 (税込147,400 円）

講座名 校内生申込締切日 学費請求月

愛知医科大学 11月22日（月） 12月
大阪医科薬科大学（前期・後期対応）

関西医科大学（前期・後期対応）

兵庫医科大学

近畿大学医学部（前期・後期対応）

愛知医科大学

福岡大学医学部

共通テスト対策講座

12月18日（土） 1月

奈良県立医科大学（推薦・前期対応）

和歌山県立医科大学

京都府立医科大学

滋賀医科大学

1 月17日（月） 2月

テーマ別講座 初回授業日の1週間前
お申込日および授業実施日に

より異なります。



｜ 講座日程 ｜

大学別講座（オンライン）

和歌山県立医科大学対策

京都府立医科大学対策

奈良県立医科大学対策 （推薦・前期 対応）

英語 ／ 担当：小山 数学 ／ 担当：大矢圭

第1回 1月 28日 （金） 14：45～16：15 第1回 1月 25日 （火） 18：30～20：00
第2回 2月 2日 （水） 14：45～16：15 第2回 2月 1日 （火） 18：30～20：00
物理 ／ 担当：内多 化学 ／ 担当：吉村

第1回 1月 25日 （火） 14：45～16：15 第1回 1月 27日 （木） 14：45～16：15
第2回 2月 1日 （火） 14：45～16：15 第2回 2月 3日 （木） 14：45～16：15
生物 ／ 担当：上田

第1回 1月 25日 （火） 14：45～16：15
第2回 2月 1日 （火） 14：45～16：15

英語 ／ 担当：中新 数学 ／ 担当：鈴木

第1回 2月 11日 （金） 14：45～16：15 第1回 2月 9日 （水） 16：45～18：15
第2回 2月 18日 （金） 14：45～16：15 第2回 2月 16日 （水） 16：45～18：15
物理 ／ 担当：有森 化学 ／ 担当：吉村

第1回 2月 8日 （火） 16：45～18：15 第1回 2月 11日 （金） 13：00～14：30
第2回 2月 15日 （火） 16：45～18：15 第2回 2月 17日 （木） 14：45～16：15
生物 ／ 担当：上田

第1回 2月 8日 （火） 16：45～18：15
第2回 2月 15日 （火） 16：45～18：15

英語 ／ 担当：神崎 数学 ／ 担当：松下

第1回 2月 11日 （金） 13：00～14：30 第1回 2月 9日 （水） 14：45～16：15
第2回 2月 18日 （金） 13：00～14：30 第2回 2月 16日 （水） 14：45～16：15
物理 ／ 担当：網干 化学 ／ 担当：宮地

第1回 2月 3日 （木） 16：45～18：15 第1回 2月 8日 （火） 14：45～16：15
第2回 2月 17日 （木） 16：45～18：15 第2回 2月 15日 （火） 14：45～16：15
生物 ／ 担当：村山

第1回 2月 9日 （水） 13：00～14：30
第2回 2月 16日 （水） 13：00～14：30



滋賀医科大学対策

大阪医科薬科大学対策 （前期・後期 対応）

関西医科大学対策 （前期・後期 対応）

兵庫医科大学対策

英語 ／ 担当：平山 数学 ／ 担当：松下

第1回 2月 6日 （日） 13：00～14：30 第1回 2月 11日 （金） 13：00～14：30
第2回 2月 20日 （日） 13：00～14：30 第2回 2月 18日 （金） 13：00～14：30
物理 ／ 担当：網干 化学 ／ 担当：森

第1回 2月 8日 （火） 14：45～16：15 第1回 2月 11日 （金） 14：45～16：15
第2回 2月 15日 （火） 14：45～16：15 第2回 2月 18日 （金） 14：45～16：15
生物 ／ 担当：喜多嶋

第1回 2月 9日 （水） 16：45～18：15
第2回 2月 16日 （水） 16：45～18：15

英語 ／ 担当：仲田 数学 ／ 担当：大矢圭

第1回 1月 31日 （月） 14：45～16：15 第1回 1月 24日 （月） 18：30～20：00
第2回 2月 7日 （月） 16：45～18：15 第2回 1月 31日 （月） 18：30～20：00
物理 ／ 担当：有森 化学 ／ 担当：吉村

第1回 1月 24日 （月） 16：45～18：15 第1回 1月 27日 （木） 13：00～14：30
第2回 1月 31日 （月） 16：45～18：15 第2回 2月 3日 （木） 13：00～14：30
生物 ／ 担当：喜多嶋

第1回 1月 24日 （月） 16：45～18：15
第2回 1月 31日 （月） 16：45～18：15

英語 ／ 担当：平山 数学 ／ 担当：鈴木

第1回 12月 30日 （木） 14：45～16：15 第1回 12月 25日 （土） 14：45～16：15
第2回 1月 9日 （日） 13：00～14：30 第2回 1月 8日 （土） 14：45～16：15
物理 ／ 担当：柴田 化学 ／ 担当：織田

第1回 12月 24日 （金）1 16：45～18：15 第1回 12月 27日 （月） 14：45～16：15
第2回 1月 7日 （金）1 16：45～18：15 第2回 1月 10日 （月） 14：45～16：15
生物 ／ 担当：喜多嶋

第1回 12月 24日 （金）1 16：45～18：15
第2回 1月 7日 （金）1 16：45～18：15

英語 ／ 担当：玉田 数学 ／ 担当：鈴木

第1回 12月 29日 （水） 16：45～18：15 第1回 12月 26日 （日） 14：45～16：15
第2回 1月 7日 （金） 14：45～16：15 第2回 1月 9日 （日） 14：45～16：15
物理 ／ 担当：大矢圭 化学 ／ 担当：織田

第1回 12月 28日 （火） 13：00～14：30 第1回 12月 30日 （木）1 16：45～18：15
第2回 1月 4日 （火） 13：00～14：30 第2回 1月 6日 （木）1 16：45～18：15
生物 ／ 担当：上田 小論文 ／ 担当：木村

第1回 12月 28日 （火） 13：00～14：30 第1回 12月 28日 （火） 20：15～21：45
第2回 1月 4日 （火） 13：00～14：30 第2回 1月 4日 （火） 20：15～21：45



近畿大学医学部対策 （前期・後期 対応）

愛知医科大学対策

福岡大学医学部対策

共通テスト対策講座 （オンライン）

英語 ／ 担当：仲田 数学 ／ 担当：松本

第1回 12月 28日 （火） 16：45～18：15 第1回 12月 19日 （日） 16：45～18：15
第2回 1月 4日 （火） 16：45～18：15 第2回 12月 26日 （日） 16：45～18：15
物理 ／ 担当：有森 化学 ／ 担当：宮地

第1回 12月 23日 （木） 18：30～20：00 第1回 12月 19日 （日） 14：45～16：15
第2回 1月 6日 （木） 18：30～20：00 第2回 1月 10日 （月） 16：45～18：15
生物 ／ 担当：喜多嶋

第1回 12月 23日 （木） 18：30～20：00
第2回 1月 6日 （木） 18：30～20：00

英語 ／ 担当：玉田 数学 ／ 担当：大矢浩

第1回 12月 17日 （金） 13：00～14：30 第1回 12月 15日 （水） 14：45～16：15
第2回 12月 24日 （金） 13：00～14：30 第2回 12月 22日 （水） 14：45～16：15
物理 ／ 担当：有森 化学 ／ 担当：織田

第1回 12月 16日 （木） 13：00～14：30 第1回 12月 14日 （火） 14：45～16：15
第2回 12月 20日 （月） 13：00～14：30 第2回 12月 21日 （火） 14：45～16：15
生物 ／ 担当：上田

第1回 12月 16日 （木） 14：45～16：15
第2回 12月 20日 （月） 14：45～16：15

英語 ／ 担当：熊 数学 ／ 担当：福本

第1回 12月 30日 （木） 13：00～14：30 第1回 12月 29日 （水） 13：00～14：30
第2回 1月 13日 （木） 13：00～14：30 第2回 1月 13日 （木） 14：45～16：15
物理 ／ 担当：柴田 化学 ／ 担当：大矢浩

第1回 1月 5日 （水） 13：00～14：30 第1回 1月 5日 （水） 14：45～16：15
第2回 1月 12日 （水） 13：00～14：30 第2回 1月 12日 （水） 14：45～16：15
生物 ／ 担当：上田

第1回 1月 5日 （水） 13：00～14：30
第2回 1月 12日 （水） 13：00～14：30

現代文 ／ 担当：木村 古文漢文 ／ 担当：内田

第1回 12月 18日 （土） 20：15～21：45 第1回 12月 16日 （木） 20：15～21：45
第2回 12月 20日 （月） 20：15～21：45 第2回 12月 24日 （金） 20：15～21：45
第3回 12月 25日 （土） 20：15～21：45 第3回 12月 30日 （木） 20：15～21：45
第4回 1月 8日 （土） 20：15～21：45 第4回 1月 6日 （木） 20：15～21：45

日本史 ／ 担当：西

第1回 12月 21日 （火） 14：45～16：15
第2回 12月 22日 （水） 14：45～16：15
第3回 12月 23日 （木） 14：45～16：15
第4回 12月 24日 （金） 14：45～16：15



テーマ別講座

■ 英語 ■

英文法 最終チェック

マーク式長文 最終チェック

和文英訳 最終チェック

国公立大医学部への英語ファイナル

■ 数学 ■

場合の数・確率 最終チェック

数学Ⅲ微積分 最終チェック

複素数平面 最終チェック

上本町校 担当：中新 西宮北口校 担当：中新

第1回 12月 15日 （水） 20：15～21：45 第1回 12月 14日 （火） 20：15～21：45
第2回 12月 22日 （水） 20：15～21：45 第2回 12月 21日 （火） 20：15～21：45

上本町校 担当：中新 西宮北口校 担当：中新

第1回 12月 29日 （水） 20：15～21：45 第1回 12月 25日 （土） 16：45～18：15
第2回 1月 5日 （水） 20：15～21：45 第2回 1月 8日 （土） 16：45～18：15
京都校 担当：仲田

第1回 12月 14日 （火） 18：00～19：30
第2回 12月 21日 （火） 18：00～19：30

上本町校 担当：中新 西宮北口校 担当：中新

第1回 12月 17日 （金） 18：30～20：00 第1回 12月 30日 （木） 18：30～20：00
第2回 12月 24日 （金） 18：30～20：00 第2回 1月 10日 （月） 18：30～20：00

上本町校 担当：中新 西宮北口校 担当：中新

第1回 2月 11日 （金） 16：45～18：15 第1回 2月 12日 （土） 16：45～18：15
第2回 2月 18日 （金） 16：45～18：15 第2回 2月 19日 （土） 16：45～18：15
京都校 担当：仲田

第1回 2月 11日 （金） 16：20～17：50
第2回 2月 18日 （金） 16：20～17：50

上本町校 担当：鈴木 西宮北口校 担当：鈴木

第1回 12月 15日 （水） 18：30～20：00 第1回 12月 14日 （火） 18：30～20：00
第2回 12月 22日 （水） 18：30～20：00 第2回 12月 21日 （火） 18：30～20：00

上本町校 担当：大矢圭 西宮北口校 担当：大矢浩

第1回 12月 20日 （月） 18：30～20：00 第1回 12月 20日 （月） 16：45～18：15
第2回 12月 27日 （月） 18：30～20：00 第2回 12月 27日 （月） 16：45～18：15

上本町校 担当：鈴木 西宮北口校 担当：鈴木

第1回 12月 18日 （土） 18：30～20：00 第1回 12月 17日 （金） 18：30～20：00
第2回 1月 8日 （土） 18：30～20：00 第2回 1月 7日 （金） 18：30～20：00



国公立大医学部への数学ファイナル

■ 物理 ■

単振動 最終チェック

交流過渡現象 最終チェック

原子物理 最終チェック

国公立大医学部への物理ファイナル

■ 化学 ■

理論化学の苦手分野 最終チェック

無機化学と合成高分子 最終チェック

上本町校 担当：大矢圭 西宮北口校 担当：大矢浩

第1回 2月 12日 （土） 16：45～18：15 第1回 2月 14日 （月） 20：15～21：45
第2回 2月 19日 （土） 16：45～18：15 第2回 2月 21日 （月） 20：15～21：45
京都校 担当：大矢浩

第1回 2月 2日 （水） 18：00～19：30
第2回 2月 16日 （水） 18：00～19：30

上本町校 担当：有森 西宮北口校 担当：柴田

第1回 12月 14日 （火） 20：15～21：45 第1回 12月 15日 （水） 16：45～18：15
第2回 12月 21日 （火） 20：15～21：45 第2回 12月 22日 （水） 16：45～18：15

上本町校 担当：有森 西宮北口校 担当：柴田

第1回 1月 3日 （月） 13：00～14：30 第1回 1月 3日 （月） 16：45～18：15
第2回 1月 11日 （火） 18：30～20：00 第2回 1月 10日 （月） 13：00～14：30

上本町校 担当：有森 西宮北口校 担当：柴田

第1回 12月 28日 （火） 18：30～20：00 第1回 12月 27日 （月） 13：00～14：30
第2回 1月 4日 （火） 18：30～20：00 第2回 1月 3日 （月） 13：00～14：30

上本町校 担当：有森 西宮北口校 担当：大矢圭

第1回 2月 14日 （月） 18：30～20：00 第1回 2月 16日 （水） 18：30～20：00
第2回 2月 19日 （土） 20：15～21：45 第2回 2月 19日 （土） 13：00～14：30
京都校 担当：有森

第1回 2月 16日 （水） 13：00～14：30
第2回 2月 21日 （月） 13：00～14：30

上本町校 担当：宮地 西宮北口校 担当：織田

第1回 12月 18日 （土） 14：45～16：15 第1回 12月 29日 （水） 20：15～21：45
第2回 12月 25日 （土） 16：30～18：00 第2回 1月 6日 （木） 20：15～21：45

上本町校 担当：宮地 西宮北口校 担当：織田

第1回 1月 10日 （月） 20：15～21：45 第1回 1月 11日 （火） 20：15～21：45
第2回 1月 11日 （火） 20：15～21：45 第2回 1月 13日 （木） 20：15～21：45



構造決定と天然高分子 最終チェック

国公立大医学部への化学ファイナル

■ 生物 ■

入試基礎事項の総復習

神経回路と行動 最終チェック

新型コロナ（頻出時事トピック）

国公立大医学部への生物ファイナル

上本町校 担当：織田 西宮北口校 担当：織田

第1回 12月 31日 （金） 10：45～12：15 第1回 12月 17日 （金） 20：15～21：45
第2回 12月 31日 （金） 13：00～14：30 第2回 12月 24日 （金） 20：15～21：45

上本町校 担当：織田 西宮北口校 担当：織田

第1回 2月 14日 （月） 16：45～18：15 第1回 2月 11日 （金） 20：15～21：45
第2回 2月 21日 （月） 16：45～18：15 第2回 2月 18日 （金） 20：15～21：45
京都校 担当：大矢浩

第1回 2月 3日 （木） 18：00～19：30
第2回 2月 17日 （木） 18：00～19：30

上本町校 担当：上田 西宮北口校 担当：上田

第1回 12月 14日 （火） 18：30～20：00 第1回 12月 15日 （水） 18：30～20：00
第2回 12月 21日 （火） 18：30～20：00 第2回 12月 22日 （水） 18：30～20：00

上本町校 担当：喜多嶋 西宮北口校 担当：喜多嶋

第1回 12月 16日 （木） 18：30～20：00 第1回 12月 17日 （金） 16：45～18：15
第2回 12月 23日 （木） 20：15～21：45 第2回 12月 24日 （金） 14：45～16：15

上本町校 担当：上田 西宮北口校 担当：上田

第1回 12月 28日 （火） 18：30～20：00 第1回 1月 5日 （水） 16：45～18：15
第2回 1月 4日 （火） 18：30～20：00 第2回 1月 12日 （水） 18：30～20：00
京都校 担当：上田

第1回 12月 18日 （土） 16：20～17：50
第2回 12月 25日 （土） 16：20～17：50

上本町校 担当：村山 京都校 担当：村山

第1回 2月 12日 （土） 14：45～16：15 第1回 2月 8日 （火） 13：00～14：30
第2回 2月 19日 （土） 14：45～16：15 第2回 2月 15日 （火） 13：00～14：30



｜ 講座カレンダー ｜
12/12(日) 12/13(月) 12/14(火) 12/15(水) 12/16(木) 12/17(金) 12/18(土)

2限

3限 愛知物理①（有森） 愛知英語①（玉田）

4限 愛知化学①（織田） 愛知数学①(大矢浩) 愛知生物①（上田） 上 理論化学①（宮地）

5限 西 単振動①(柴田) 西 神経②（喜多嶋）

京 コロナ①（上田）

6限 京 マーク長文①（仲田） 上 確率①（鈴木） 上 神経①（喜多嶋） 上 和文英訳①（中新） 上 複素数平面①（鈴木）

西 確率①（鈴木） 西 生物基礎①（上田） 西 複素数平面①（鈴木）

上 生物基礎①（上田）

7限 西 英文法①（中新） 上 英文法①（中新） 共通古漢①（内田） 西 構造決定①(織田) 共通現文①(木村)

上 単振動①(有森)

12/19(日) 12/20(月) 12/21(火) 12/22(水) 12/23(木) 12/24(金) 12/25(土)

2限

3限 愛知物理②（有森） 愛知英語②（玉田）

4限 近大化学①（宮地） 愛知生物②（上田） 愛知化学②（織田） 愛知数学②(大矢浩) 共通日本史③（西） 西 神経②（喜多嶋）

共通日本史①（西） 共通日本史②（西） 共通日本史④（西） 関医数学①（鈴木）

5限 近大数学①（松本） 西 微積分①（大矢浩） 西 単振動②(柴田) 関医物理①（柴田） 上 理論化学②（宮地）※

関医生物①（喜多嶋） 西 マーク長文①（中新）

京 コロナ②（上田）

6限 上 微積分①（大矢圭） 京 マーク長文②（仲田） 上 確率②（鈴木） 近大物理①（有森） 上 和文英訳②（中新）

西 確率②（鈴木） 西 生物基礎②（上田） 近大生物①（喜多嶋）

上 生物基礎②（上田）

7限 共通現文②(木村) 西 英文法②（中新） 上 英文法②（中新） 上 神経②（喜多嶋） 共通古漢②（内田） 共通現文③(木村)

上 単振動②(有森) 西 構造決定②(織田)

※16:30-18:00 

12/26(日) 12/27(月) 12/28(火) 12/29(水) 12/30(木) 12/31(金) 1/1(土)

2限 上 構造決定①（織田）

3限 西 原子①（柴田） 兵医物理①（大矢圭） 福岡数学①（福本） 福岡英語①（熊） 上 構造決定②（織田）

兵医生物①（上田）

4限 兵医数学①（鈴木） 関医化学①（織田） 関医英語①（平山）

5限 近大数学②（松本） 西 微積分②（大矢浩） 近大英語①（仲田） 兵医英語①（玉田） 兵医化学①（織田）

6限 上 微積分②（大矢圭） 上 原子①（有森） 西 和文英訳①（中新）

上 コロナ①（上田） 

7限 兵医小論①（木村） 上 マーク長文①（中新） 共通古漢③（内田）

西 理論化学①(織田)

2限10：45～12：15, 3限13：00～14：30, 4限14：45～16：15（京都校14：40～16：10）,
5限16：45～18：15（京都校16：20～17：50）, 6限18：30～20：00（京都校18：00～19：30）,
7限20：15～21：45（京都校20：00～21：30）



1/2(日) 1/3(月) 1/4(火) 1/5(水) 1/6(木) 1/7(金) 1/8(土)

2限

3限 上 交流過渡①（有森） 兵医物理②（大矢圭） 福岡物理①（柴田）

西 原子②（柴田） 兵医生物②（上田） 福岡生物①（上田）

4限 福岡化学①（大矢浩） 兵医英語②（玉田） 関医数学②（鈴木）

5限 西 交流過渡①（柴田） 近大英語②（仲田） 西 コロナ①（上田） 兵医化学②（織田） 関医物理②（柴田） 西 マーク長文②（中新）

関医生物②（喜多嶋）

6限 上 原子②（有森） 近大物理②（有森） 西 複素数平面②（鈴木） 上 複素数平面②（鈴木）

上 コロナ②（上田） 近大生物②（喜多嶋）

7限 兵医小論②（木村） 上 マーク長文②（中新） 共通古漢④（内田） 共通現文④(木村)

西 理論化学②(織田)

1/9(日) 1/10(月) 1/11(火) 1/12(水) 1/13(木) 1/14(金) 1/15(土)

2限

3限 関医英語②（平山） 西 交流過渡②（柴田） 福岡物理②（柴田） 福岡英語②（熊）

福岡生物②（上田）

4限 兵医数学②（鈴木） 関医化学②（織田） 福岡化学②（大矢浩） 福岡数学②（福本）

5限 近大化学②（宮地）

6限 西 和文英訳②（中新） 上 交流過渡②（有森）  西 コロナ②（上田） 

7限 上 無機と高分子①（宮地） 上 無機と高分子②（宮地） 西 無機と高分子②（織田）

西 無機と高分子①（織田）

1/23(日) 1/24(月) 1/25(火) 1/26(水) 1/27(木) 1/28(金) 1/29(土)

2限

3限 大医化学①（吉村）

4限 奈県医物理①（内多） 奈県医化学①（吉村） 奈県医英語①（小山）

奈県医生物①（上田）

5限 大医物理①（有森）

大医生物①（喜多嶋）

6限 大医数学①（大矢圭） 奈県医数学①（大矢圭）

7限

1/30(日) 1/31(月) 2/1(火) 2/2(水) 2/3(木) 2/4(金) 2/5(土)

2限

3限 大医化学②（吉村）

4限 大医英語①（仲田） 奈県医物理②（内多） 奈県医英語②（小山） 奈県医化学②（吉村）

奈県医生物②（上田）

5限 大医物理②（有森） 京府医物理①（網干）

大医生物②（喜多嶋）

6限 大医数学②（大矢圭） 奈県医数学②（大矢圭） 京 国公立数学①（大矢浩） 京 国公立化学①（大矢浩）

7限



2/6(日) 2/7(月) 2/8(火) 2/9(水) 2/10(木) 2/11(金) 2/12(土)

2限

3限 滋賀医英語①（平山） 京 国公立生物①（村山） 京府医生物①（村山） 和県医化学①（吉村）

京府医英語①（神崎）

滋賀医数学①（松下）

4限 京府医化学①（宮地） 京府医数学①（松下） 和県医英語①（中新） 上 国公立生物①（村山）

滋賀医物理①（網干） 滋賀医化学①（森）

5限 大医英語②（仲田） 和県医物理①（有森） 和県医数学①（鈴木） 上　国公立英語①（中新） 上 国公立数学①（大矢圭）

和県医生物①（上田） 滋賀医生物①（喜多嶋） 京　国公立英語①（仲田） 西　国公立英語①（中新）

6限

7限 西 国公立化学①（織田）

2/13(日) 2/14(月) 2/15(火) 2/16(水) 2/17(木) 2/18(金) 2/19(土)

2限

3限 京 国公立生物②（村山） 京 国公立物理①（有森） 京府医英語②（神崎） 西 国公立物理②（大矢圭）

京府医生物②（村山） 滋賀医数学②（松下）

4限 京府医化学②（宮地） 京府医数学②（松下） 和県医化学②（吉村） 和県医英語②（中新） 上 国公立生物②（村山）

滋賀医物理②（網干） 滋賀医化学②（森）

5限 上 国公立化学①（織田） 和県医物理②（有森） 和県医数学②（鈴木） 京府医物理②（網干） 上　国公立英語②（中新） 上 国公立数学②（大矢圭）

和県医生物②（上田） 滋賀医生物②（喜多嶋） 京　国公立英語②（仲田） 西　国公立英語②（中新）

6限 上 国公立物理①（有森） 京 国公立数学②（大矢浩） 京 国公立化学②（大矢浩）

西 国公立物理①（大矢圭）

7限 西 国公立数学①（大矢浩） 西 国公立化学②（織田） 上 国公立物理②（有森）

2/20(日) 2/21(月) 2/22(火) 2/23(水) 2/24(木) 2/25(金) 2/26(土)

2限

3限 滋賀医英語②（平山） 京 国公立物理②（有森） 上 近大化学（宮地） 上 近大数学（大矢圭）

4限 上 近大物理（有森）

5限 上 国公立化学②（織田） 上 近大英語（仲田） 上 近大生物（上田）

6限

7限 西 国公立数学②（大矢浩）


