
３年最難関【自習室】　授業進行予定表　西宮校
実施予定日 教科 19:10～20:30 教材 ページ 確テ 教科 20:40～22:00 教材 ページ 確テ

7/21 (火) 社会 世界のすがた・世界の古代文明 新中 地理Ⅰp.4-9・歴史Ⅰp.6-11
地理Ⅰ

１・２
理科 植物の生活と種類【１年】 新中 6-19 1・2

7/22 (水) 社会 さまざまな国・日本の国の形成 新中 地理Ⅰp.10-17・歴史Ⅰp.12-17 ３・４ 理科 植物の生活と種類【１年】 新中 22-35 3・4

7/23 (木)

7/24 (金) 社会
世界各地の人々の生活と環境・飛鳥・奈

良時代 新中 地理Ⅰp.20-29・歴史Ⅰp.18-25 ５・６ 理科 植物の生活と種類【１年】 新中 38-49 5・6

7/25 (土) 社会 アジア 新中 地理Ⅰp.34-47 ７・８ 理科 植物の生活と種類【１年】 新中 52-59 7

7/26 (日)

7/27 (月) 社会 ヨーロッパ・平安時代 新中 地理Ⅰp.48-53・歴史Ⅰp.26-31 ９・10 理科 身の回りの物質【１年】 新中 62-73 8・9

7/28 (火) 社会 アフリカ・鎌倉時代 新中 地理Ⅰp.54-57・歴史Ⅰp.38-45 11・12 理科 身の回りの物質【１年】 新中 76-89 10・11

7/29 (水) 社会 北アメリカ・室町時代 新中 地理Ⅰp.64-69・歴史Ⅰp.46-53
歴史Ⅰ

１・２ 理科 身の回りの物質【１年】 新中 92-107 12・13

7/30 (木)

7/31 (金) 社会 南アメリカ・ヨーロッパ世界の発展 新中 地理Ⅰp.70-73・歴史Ⅰp.64-69 ３・４ 理科 大地の変化【１年】 新中 152-157 19

8/1 (土) 社会 オセアニア・安土桃山時代 新中 地理Ⅰp.74-77・歴史Ⅰp.70-73 ５・６ 理科 動物の生活と生物の進化【２年】 新中 70-81 7・8

8/2 (日)

8/3 (月) 社会 日本の諸地域・江戸幕府と鎖国 新中 地理Ⅱp.8-15・歴史Ⅱp.12-19 ７・８ 理科 動物の生活と生物の進化【２年】 新中 84-95 9・10

8/4 (火) 社会 自然環境・産業と文化の発展 新中 地理Ⅱp.18-25・歴史Ⅱp.20-25 ９・10 理科 動物の生活と生物の進化【２年】 新中 98-109 11・12

8/5 (水) 社会 人口・幕府政治の移り変わり 新中 地理Ⅱp.26-31・歴史Ⅱp.26-31 11 理科 動物の生活と生物の進化【２年】 新中 112-123 13・14

8/6 (木)

8/7 (金) 社会
資源・エネルギーと産業・ヨーロッパの

アジア侵略 新中 地理Ⅱp.36-43・歴史Ⅱp.38-45
地理Ⅱ

１・２ 理科 電流とその利用【２年】 新中 126-139 15・16

8/8 (土) 社会 地域間の結びつき・開国から倒幕へ 新中 地理Ⅱp.44-49・歴史Ⅱp.46-51 ３・４ 理科 電流とその利用【２年】 新中 141-155 17・18

▼

8/16 (日)

8/17 (月) 社会 九州地方・明治維新 新中 地理Ⅱp.58-63・歴史Ⅱp.52-57 ５・６ 理科 電流とその利用【２年】 新中 158-169 19・20

8/18 (火) 社会
中国地方・四国地方・自由民権運動と大

日本帝国憲法 新中 地理Ⅱp.64-69・歴史Ⅱp.58-63 ７・８ 理科 電流とその利用【２年】 新中 172-177 21・22

8/19 (水) 社会 近畿地方・日清日露戦争と産業の発達 新中 地理Ⅱp.70-75・歴史Ⅱp.64-71 ９・10 理科 化学変化と原子・分子【２年】 新中 22-33 1・2

8/20 (木)

8/21 (金) 社会 中部地方・第一次世界大戦 新中 地理Ⅱp.80-87・歴史Ⅱp.82-89 11・12 理科 化学変化と原子・分子【２年】 新中 36-47 3・4

8/22 (土) 社会 関東地方・第二次世界大戦 新中 地理Ⅱp.88-93・歴史Ⅱp.90-95 13・14 理科 化学変化と原子・分子【２年】 新中 50-61 5・6

8/23 (日)

8/24 (月) 社会 東北地方・民主化と国際社会への復帰 新中 地理Ⅱp.94-99・歴史Ⅱp.102-109 15・16 理科 化学変化と原子・分子【２年】 新中 62-67

8/25 (火) 社会 予備日
歴史Ⅱ

１・２ 理科 予備日

8/26 (水) 英語 模試・実テ対策 長文対策 ３・４ 理科 予備日

8/27 (木)

8/28 (金) 英語 模試・実テ対策 長文対策 ５・６ 理科 予備日

8/29 (土) 予備日 予備日

夏期講習終了 夏期講習終了


