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開講月コース 学校 曜日 時間 開講月 コース 学校 曜日 時間 開講月コース 学校 曜日 時間

札幌校 火 18:30～21:35 中林滉 ナカバヤシヒロイ 京都校 金 18:30～21:30 野田武 ノダタケシ 東京水道橋校 火金 10:00～13:05 川村博司 カワムラヒロシ

東京水道橋校 金 10:00～13:05 大井健太郎 オオイケンタロウ 京都校 土 10:00～13:00 野田武 ノダタケシ 東京水道橋校 火金 18:30～21:35 根岸利行 ネギシトシユキ

東京水道橋校 金 18:30～21:35 大井健太郎 オオイケンタロウ 愛媛校 火 18:30～21:30 玉井智也 タマイトモヤ 東京水道橋校 日 10:00～17:00 根岸利行 ネギシトシユキ

東京水道橋校 日 10:00～13:05 久保田仁哲 クボタインチョル 愛媛校 日 9:30～12:30 玉井智也 タマイトモヤ 池袋校 月木 18:30～21:35 木村勝彦 キムラカツヒコ

池袋校 木 10:00～13:05 神山雅行 カミヤママサユキ 福岡校 月 18:30～21:35 梶原圭 カジハラケイ 新宿校 土 10:00～17:00 黒澤州 クロサワシュウ

池袋校 木 18:30～21:35 神山雅行 カミヤママサユキ 福岡校 土 14:00～17:05 梶原圭 カジハラケイ

池袋校 土 10:00～13:05 神山雅行 カミヤママサユキ 小倉校 木 18:30～21:35 梶原圭 カジハラケイ

新宿校 木 10:00～13:05 大森真城 オオモリマサキ 東京水道橋校 火金 10:00～13:05 神山雅行 カミヤママサユキ

新宿校 木 18:30～21:35 本間雄大 ホンマユウタ 東京水道橋校 火金 18:30～21:35 藤﨑翔己 フジサキショウキ

新宿校 土 10:00～13:05 鈴木一広 スズキカズヒロ 東京水道橋校 日 10:00～17:00 大井健太郎 オオイケンタロウ 立川校（中継クラス） 火金 18:30～21:35 根岸利行 ネギシトシユキ

町田校 日 10:00～13:05 稲葉匡亮 イナバマサアキ 池袋校 月木 18:30～21:35 野口翔 ノグチショウ 名古屋校 火金 14:00～16:45 河村政利 カワムラマサトシ

立川校 金 18:30～21:35 大森真城 オオモリマサキ 新宿校 土 10:00～17:00 井瀬朗人 イセアキト 名古屋校 土  9:45～16:15 岩井秀和 イワイヒデカズ

横浜校 金 18:30～21:35 宇都宮裕 ウツノミヤヒロシ 横浜校 月木 18:30～21:35 宇都宮裕 ウツノミヤヒロシ 難波校 月木 18:30～21:30 岩崎浩人 イワサキヒロト

横浜校 日 10:00～13:05 佐多裕喜 サタヒロキ 梅田校 火金 18:30～21:30 廣川文俊 ヒロカワフミトシ

津田沼校 木 18:30～21:35 藤﨑翔己 フジサキショウキ 梅田校（中継クラス） 日 10:00～17:00 西川大輔 ニシカワダイスケ

立川校 月木 18:30～21:35 大森真城 オオモリマサキ 神戸校 日 10:00～17:00 西川大輔 ニシカワダイスケ

京都校 月木 18:30～21:30 野田武 ノダタケシ

大宮校 日 10:00～13:05 篠崎聡 シノザキサトシ

名古屋校 月 14:00～16:45 岩井秀和 イワイヒデカズ 名古屋校 土 9:45～16:15 河合良平 カワイリョウヘイ

名古屋校 金 9:45～12:30 河村政利 カワムラマサトシ 難波校 土 10:00～17:00 岩崎浩人 イワサキヒロト

名古屋校 金 18:30～21:15 河村政利 カワムラマサトシ 梅田校 月木 18:30～21:30 小笠原弘明 オガサワラヒロアキ

名古屋校 日 13:30～16:15 岩井秀和 イワイヒデカズ 神戸校（中継クラス） 土 10:00～17:00 岩崎浩人 イワサキヒロト

浜松校（中継クラス） 金 18:30～21:15 河村政利 カワムラマサトシ 京都校（中継クラス） 土 10:00～17:00 岩崎浩人 イワサキヒロト

静岡校 火 18：30～21：00 松田好正 マツダヨシマサ 福岡校 火金 18:30～21:35 古家隆丞 コガリュウスケ ◇教室講義スタイル

大阪校（中継クラス） 金 18:30～21:30 小笠原弘明 オガサワラヒロアキ

難波校 木 18:30～21:30 矢野祐介 ヤノユウスケ

難波校 土 14:00～17:00 矢野祐介 ヤノユウスケ

梅田校 月 10:00～13:00 金聖子 キムソンジャ

梅田校 金 18:30～21:30 小笠原弘明 オガサワラヒロアキ

梅田校 日 10:00～13:00 小笠原弘明 オガサワラヒロアキ

神戸校 木 18:30～21:30 西川大輔 ニシカワダイスケ

神戸校（中継クラス） 日 10:00～13:00 小笠原弘明 オガサワラヒロアキ

※
クラス設定及び担当講師は予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご
了承下さい。

初学者短期合格 神山雅行 カミヤママサユキ

経験者完全合格 川村博司 カワムラヒロシ

映像通学、通信教育講座 担当講師

初学者一発合格 大井健太郎 オオイケンタロウ

経験者完全合格 久保田仁哲 クボタインチョル

※ 一部の学校において、講義時間が異なる場合がございますので、詳しくは各校にお問
い合わせ下さい。

※ 「教室ＶＴＲクラス」とは、東京水道橋校において収録した映像データの教室放映を行う
クラスとなります。

◇時間の達人シリーズ
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※
経験者完全合格コース第23講以降、初学者短期合格コースの第49講以降の講義実施
クラスは、変更になる場合があります。
詳細については、別途お知らせいたします。

柏校
（教室ＶＴＲクラス）

土 14:00～17:05 大井健太郎 オオイケンタロウ

カワムラヒロシ川村博司10:00～17:00日町田校
（教室ＶＴＲクラス）

神山雅行 カミヤママサユキ

カミヤママサユキ


