
講座別スケジュール表

月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割

5/18 金 開講ガイダンス 事務局

5/21 金 社会科学（経済） (1)(2) 小嶋　智明 映像配信

5/24 月 社会科学（経済） (3)(4) 小嶋　智明 映像配信

5/26 水 社会科学（経済） (5)(6) 小嶋　智明 映像配信

5/28 金 社会科学（経済） (7)(8) 小嶋　智明 映像配信

6/4 金 憲法 (1)(2) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

6/5 土 憲法 (3)(4) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

6/9 水 憲法 (5)(6) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

6/11 金 数的処理 (1)(2) 田村　孝司 ⇒映像配信に変更

6/12 土 数的処理 (3)(4)(5) 田村　孝司 ⇒映像配信に変更

6/14 月 社会科学（経済以外） (1)(2) 大久保　圭貴 映像配信

6/16 水 憲法 (7)(8) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

6/18 金 憲法 (9)(10) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

6/25 金 憲法 (11)(12) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

6/26 土 憲法 (13)(14)(15) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

7/1 木 社会科学（経済以外） (3)(4) 大久保　圭貴 映像配信

7/2 金 憲法 (16)(17) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

7/3 土 憲法 (18)(19)(20) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

7/7 水 憲法 (21)(22) 杉村　幸則 ⇒映像配信に変更

7/8 木 社会科学（経済以外） (5)(6) 大久保　圭貴 映像配信

7/12 月 社会科学（経済以外） (7)(8) 大久保　圭貴 映像配信

7/14 水 政治学 (1)(2) 高津　澄人 映像配信

7/27 火 公務員研究講座 (1) 杉村　幸則 18:20～19:50(6/4より変更)

7/27 火 行政法 (1) 杉村　幸則 20:00～21:30

7/30 金 数的処理 (6)(7) 田村　孝司 18:20～21:30

7/31 土 数的処理 (8)(9)(10) 田村　孝司 09:00～14:30

8/16 月 政治学 (3)(4) 高津　澄人 映像配信

8/17 火 政治学 (5)(6) 高津　澄人 映像配信

8/18 水 政治学 (7)(8) 高津　澄人 映像配信

8/20 金 進路ガイダンス (1) 杉村　幸則 09:30～11:00

8/20 金 行政法 (2)(3) 杉村　幸則 11:10～15:00
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講座別スケジュール表

月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割

8/21 土 行政法 (4)(5)(6) 杉村　幸則 09:30～15:00

8/23 月 政治学 (9)(10) 高津　澄人 映像配信

8/24 火 政治学 (11)(12) 高津　澄人 映像配信

8/27 金 行政法 (7)(8)(9) 杉村　幸則 09:30～15:00

8/28 土 行政法 (10)(11)(12) 杉村　幸則 09:30～15:00

9/3 金 行政法 (13)(14)(15) 杉村　幸則 09:30～15:00

9/4 土 行政法 (16)(17)(18) 杉村　幸則 09:30～15:00

9/6 月 人文科学 (1)(2)(3) 京城　明日香 映像配信

9/8 水 行政法 (19)(20) 杉村　幸則 09:30～11:00

9/8 水 民法 -1 杉村　幸則 11:10～15:00

9/9 木 経済原論 (1)(2) 三宅　和昭 11:30-15:20

9/13 月 民法 (2)(3)(4) 杉村　幸則 09:30～15:00

9/14 火 民法 (5)(6) 杉村　幸則 09:30～12:40

9/15 水 民法 (7)(8) 杉村　幸則 09:30～12:40

9/16 木 経済原論 (3)(4) 三宅　和昭 11:30-15:20

9/17 金 経済原論 (5)(6)(7) 三宅　和昭 09:30～15:00

9/22 水 人文科学 (4)(5)(6) 京城　明日香 映像配信

9/24 金 自然科学 (1)(2)(3) 高橋　昌宏 映像配信

9/25 土 人文科学 (7)(8)(9) 京城　明日香 映像配信

9/27 月 文章理解 (1)(2)(3) 京城　明日香 09:30～15:00

9/28 火 文章理解 (4)(5)(6) 京城　明日香 09:30～15:00

9/29 水 論作文講義 (1)(2) 京城　明日香 09:30～12:40

9/30 木 自然科学 (4)(5)(6) 高橋　昌宏 映像配信

10/1 金 経済原論 (8)(9) 三宅　和昭 18:20～21:30

10/2 土 経済原論 (10)(11)(12) 三宅　和昭 09:00～14:30

10/5 火 民法 (9)(10) 杉村　幸則 18:20～21:30
10/6 水 民法 (11)(12) 杉村　幸則 18:20～21:30
10/7 木 経済原論 (13)(14) 三宅　和昭 18:20～21:30
10/8 金 経済原論 (15)(16) 三宅　和昭 18:20～21:30
10/9 土 経済原論 (17)(18)(19) 三宅　和昭 09:00～14:30
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月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割
10/11 月 人文科学 (7)(8) 京城　明日香 映像配信
10/12 火 人文科学 (9)(10) 京城　明日香 映像配信
10/13 水 人文科学 (11)(12) 京城　明日香 映像配信
10/14 木 経済原論 (20)(21) 三宅　和昭 18:20～21:30
10/15 金 民法 (13)(14) 杉村　幸則 18:20～21:30
10/16 土 民法 (15)(16)(17) 杉村　幸則 09:00～14:30
10/18 月 数的処理 (11)(12) 田村　孝司 18:20～21:30
10/19 火 数的処理 (13)(14) 田村　孝司 18:20～21:30
10/22 金 民法 (18)(19) 杉村　幸則 18:20～21:30
10/23 土 民法 (20)(21)(22) 杉村　幸則 09:00～14:30
10/25 月 数的処理 (15)(16) 田村　孝司 18:20～21:30
10/26 火 数的処理 (17)(18) 田村　孝司 18:20～21:30
10/27 水 民法 (23)(24) 杉村　幸則 18:20～21:30
10/28 木 経済原論 (22)(23) 三宅　和昭 18:20～21:30
11/1 月 数的処理 (19)(20) 田村　孝司 18:20～21:30
11/2 火 数的処理 (21)(22) 田村　孝司 18:20～21:30
11/4 木 経済原論 (24)(25) 三宅　和昭 18:20～21:30
11/6 土 自然科学 (7)(8) 高橋　昌宏 映像配信
11/8 月 数的処理 (23)(24) 田村　孝司 18:20～21:30
11/9 火 数的処理 (25)(26) 田村　孝司 18:20～21:30
11/10 水 民法 (25)(26) 杉村　幸則 18:20～21:30
11/11 木 自然科学 (9)(10) 高橋　昌宏 映像配信
11/12 金 経済原論 (26)(27) 三宅　和昭 18:20～21:30
11/13 土 経済原論 (28)(29)(30) 三宅　和昭 09:00～14:30
11/15 月 数的処理 (27)(28) 田村　孝司 18:20～21:30
11/16 火 数的処理 (29)(30) 田村　孝司 18:20～21:30
11/17 水 面接対策講義 (1)(2) 森本　美穂 18:20～21:30
11/18 木 経済原論 (31)(32) 三宅　和昭 18:20～21:30
11/19 金 自然科学 (11)(12) 高橋　昌宏 映像配信
11/24 水 自然科学 (13)(14)(15) 高橋　昌宏 映像配信
11/25 木 経済原論 (33)(34) 三宅　和昭 18:20～21:30
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月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割
11/27 土 論作文講義 (3)(4) 京城　明日香 10:40～14:30
11/29 月 数的処理 (31)(32) 田村　孝司 18:20～21:30
11/30 火 数的処理 (33)(34) 田村　孝司 18:20～21:30
12/2 木 経済原論 (35)(36) 三宅　和昭 18:20～21:30
12/6 月 数的処理 (35)(36) 田村　孝司 18:20～21:30
12/7 火 数的処理 (37)(38) 田村　孝司 18:20～21:30
12/9 木 経済原論 (37)(38) 三宅　和昭 18:20～21:30
12/10 金 民法 (27)(28) 杉村　幸則 18:20～21:30
12/11 土 民法 (29)(30)(31) 杉村　幸則 09:00～14:30
12/14 火 数的処理 (39)(40) 田村　孝司 18:20～21:30
12/16 木 経済原論 (39)(40) 三宅　和昭 18:20～21:30
12/17 金 民法 (32)(33) 杉村　幸則 18:20～21:30
12/18 土 民法 (34)(35)(36) 杉村　幸則 09:00～14:30
12/21 火 民法 (37)(38) 杉村　幸則 18:20～21:30
12/22 水 民法 (39)(40) 杉村　幸則 18:20～21:30
12/23 木 経済原論 (41)(42) 三宅　和昭 18:20～21:30
12/24 金 経済原論 (43)(44) 三宅　和昭 18:20～21:30
12/27 月 財政学 (1)(2) 白鳥　俊哉 映像配信
12/28 火 財政学 (3)(4) 白鳥　俊哉 映像配信
1/6 木 資料解釈 (1)(2) 田村　孝司 18:20～21:30
1/7 金 資料解釈 (3)(4) 田村　孝司 18:20～21:30
1/8 土 財政学 (5)(6) 白鳥　俊哉 映像配信
1/9 日 財政学 (7)(8) 白鳥　俊哉 映像配信
1/11 火 論作文講義 (5)(6) 京城　明日香 18:20～21:30
1/12 水 財政学 (9)(10) 白鳥　俊哉 映像配信
1/13 木 労働法 (1)(2) 古賀　靖嗣 映像配信
1/14 金 労働法 (3)(4) 古賀　靖嗣 映像配信
1/15 土 労働法 (5)(6) 古賀　靖嗣 映像配信
1/17 月 面接対策講義 (3)(4) 森本　美穂 18:20～21:30
1/18 火 法律演習 (1)(2) 杉村　幸則 18:20～21:30
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月日 曜日 科目 コマ目 講師 時間割
1/19 水 法律演習 (3)(4) 杉村　幸則 18:20～21:30
1/25 火 財政学 (11)(12) 白鳥　俊哉 映像配信
2/14 月 労働法 (7)(8) 古賀　靖嗣 映像配信
2/15 火 労働法 (9)(10) 古賀　靖嗣 映像配信
2/17 木 面接対策講義 (5)(6) 森本　美穂 09:30～12:40
2/18 金 行政学 (1)(2)(3) 湯浅　耕二 映像配信
2/21 月 行政学 (4)(5)(6) 湯浅　耕二 映像配信
2/22 火 行政学 (7)(8)(9) 湯浅　耕二 映像配信
2/24 木 行政学 (10)(11)(12) 湯浅　耕二 映像配信
2/25 金 経営学 (1)(2)(3) 井上　喜男 映像配信
2/28 月 経営学 (4)(5)(6) 井上　喜男 映像配信
3/2 水 直前経済系 (1)(2)(3) 三宅　和昭 09:30～15:00
3/3 木 直前経済系 (4)(5)(6) 三宅　和昭 09:30～15:00
3/4 金 直前経済系 (7)(8) 三宅　和昭 09:30～12:40
3/7 月 直前憲法 (1)(2)(3) 杉村　幸則 09:30～15:00
3/8 火 直前憲法 (4)(5)(6) 杉村　幸則 09:30～15:00
3/9 水 直前行政法 (1)(2)(3) 杉村　幸則 09:30～15:00
3/10 木 直前行政法 (4)(5)(6) 杉村　幸則 09:30～15:00
3/14 月 経営学 (7)(8) 井上　喜男 映像配信
3/15 火 経営学 (9)(10) 井上　喜男 映像配信
3/16 水 直前民法 (1)(2)(3) 杉村　幸則 09:30～15:00
3/17 木 直前民法 (4)(5)(6) 杉村　幸則 09:30～15:00
3/18 金 直前民法 (7)(8) 杉村　幸則 09:30～12:40
3/22 火 時事 (1)(2) 大久保　圭貴 映像配信
3/23 水 時事 (3)(4) 大久保　圭貴 映像配信
3/24 木 時事 (5)(6) 大久保　圭貴 映像配信
3/30 水 直前数的処理 (1)(2)(3) 田村　孝司 09:30～15:00
3/31 木 直前数的処理 (4)(5)(6) 田村　孝司 09:30～15:00
4/1 金 直前数的処理 (7)(8) 田村　孝司 18:20～21:30


