
第1回 21/4/8(木) 21/4/9(金) 21/4/10(土) 21/4/11(日)
第2回 15(木) 16(金) 17(土) 18(日)
第3回 22(木) 23(金) 24(土) 25(日)
第4回 29(木) 30(金) 5/1(土) 5/2(日)
第5回 5/6(木) 5/7(金) 8(土) 9(日)
第6回 13(木) 14(金) 15(土) 16(日)

※通学の場合、教室で演習のみ行ないます。解説講義はWeb・音声DLまたは、ＤＶＤのご受講となります。

第1回・第3回・第5回　　　9：30～13：30　
第2回・第4回・第6回　　　9：30～12：30

実施本校 実施クラス 実施時間 実施本校 実施クラス 実施時間
金曜クラス Ａ 土曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ 日曜クラス Ａ
日曜クラス Ａ 金曜クラス Ａ
金曜クラス Ａ 土曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ 日曜クラス Ａ
日曜クラス Ａ 土曜クラス Ａ
金曜クラス Ａ 日曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ 金曜クラス Ａ
金曜クラス Ａ 土曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ 日曜クラス Ａ
日曜クラス Ａ 富山本校 土曜クラス
金曜クラス Ａ 土曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ 日曜クラス Ａ
日曜クラス Ａ 土曜クラス Ａ
金曜クラス Ａ 日曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ 山口本校 土曜クラス Ａ

町田本校 土曜クラス Ａ 高松本校 日曜クラス Ｂ
立川本校 日曜クラス Ａ 土曜クラス Ａ

金曜クラス Ａ 日曜クラス Ａ
日曜クラス Ａ 那覇本校 土曜クラス Ａ
木曜クラス Ａ 水戸見川校【提携校】 土曜クラス Ａ
金曜クラス Ａ 金沢校【提携校】 土曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ 新潟校【提携校】 日曜クラス Ａ
日曜クラス Ａ

難波駅前本校 日曜クラス Ａ
金曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ
日曜クラス Ａ
金曜クラス Ａ
土曜クラス Ａ
日曜クラス Ａ

■「総合成績表」「個人成績表」「添削済み答案」Ｗｅｂ公開日、郵送返却オプション（有料）発送日については、2020年12月発行の受験経験者向け
パンフレットにてご確認下さい。
■精選答練＜ファイナル編＞解説講義の担当講師は未定です。インプット講義担当講師とは異なる場合がございます。
■スケジュールは後日変更となる場合がございます。最新情報は2020年12月発行の受験経験者向けパンフレットにてご確認下さい。

神戸本校

千葉本校
福岡本校

梅田駅前本校

京都駅前本校

新宿エルタワー本校

名古屋駅前本校
横浜本校

水道橋本校
岡山本校

広島本校
大宮本校

●演習タイムスケジュール

実施時間　Ａ 実施時間　Ｂ
第1回・第3回・第5回　　　13：30～17：30
第2回・第4回・第6回　　　13：30～16：30

渋谷駅前本校
札幌本校

仙台本校
池袋本校

静岡本校

直前アウトプット講座　通学スケジュール

2021年精撰答練＜ファイナル編＞　SA21453

回数 木曜クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス

Ａ

25



第1回 21/5/20(木) 21/5/21(金) 21/5/22(土) 21/5/23(日)
第2回 27(木) 28(金) 29(土) 30(日)

●演習タイムスケジュール
実施時間

第1回 21/6/3(木) 21/6/4(金) 21/6/5(土) 21/6/6(日)
第2回 10(木) 11(金) 12(土) 13(日)
第3回 17(木) 18(金) 19(土) 20(日)

●演習タイムスケジュール
実施時間

実施本校 実施クラス 実施本校 実施クラス 実施本校 実施クラス

金曜クラス 木曜クラス 富山本校 土曜クラス

土曜クラス 金曜クラス 土曜クラス
日曜クラス 土曜クラス 日曜クラス

金曜クラス 日曜クラス 土曜クラス

土曜クラス 金曜クラス 日曜クラス

日曜クラス 土曜クラス 山口本校 土曜クラス

金曜クラス 日曜クラス 高松本校 日曜クラス

土曜クラス 金曜クラス 金曜クラス

金曜クラス 土曜クラス 土曜クラス
土曜クラス 日曜クラス 日曜クラス

日曜クラス 土曜クラス 那覇本校 日曜クラス

金曜クラス 日曜クラス 松江殿町校【提携校】 土曜クラス

土曜クラス 土曜クラス 金沢校【提携校】 土曜クラス

日曜クラス 日曜クラス 土曜クラス

金曜クラス 金曜クラス 日曜クラス

土曜クラス 土曜クラス 水戸見川校【提携校】 土曜クラス

町田本校 土曜クラス 日曜クラス 滋賀草津駅前校【提携校】 土曜クラス

土曜クラス 土曜クラス 福井南校【提携校】 日曜クラス

日曜クラス 日曜クラス 和歌山駅前校【提携校】 土曜クラス

金曜クラス 金曜クラス 　 土曜クラス※
土曜クラス 土曜クラス    日曜クラス＊

日曜クラス 日曜クラス

※2021年全国スーパー公開模擬試験のみの実施となります。

＊2021年全国公開模擬試験のみの実施となります。

■「総合成績表」「個人成績表」「添削済み答案」Ｗｅｂ公開日、郵送返却オプション（有料）発送日については、2020年12月発行の

受験経験者向けパンフレットにてご確認下さい。
■精撰答練＜ファイナル編＞解説講義の担当講師は未定です。インプット講義とは異なる可能性がございます。
■スケジュール・回数は後日変更となる場合がございます。最新情報は2020年12月発行の受験経験者向けパンフレットにてご確認下さい。
■各クラス定員がございます。定員に達した場合、承れますので予めご了承ください。

立川本校 静岡本校

千葉本校 名古屋駅前本校
浜松駅前西校【提携校】

横浜本校

難波駅前本校

水道橋本校
札幌本校

新潟校【提携校】

大宮本校
仙台本校

午前の部　 9：30～11：30＞＞休憩（90分）午後の部　13：00～16：00

渋谷駅前本校
梅田駅前本校 岡山本校

池袋本校
広島本校

京都駅前本校

新宿エルタワー本校

神戸本校 福岡本校

午前の部　 9：30～11：30＞＞休憩（90分）午後の部　13：00～16：00

2021年全国スーパー公開模擬試験　SA21882

クラス 木曜クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス

2021年直前アウトプット講座　通学スケジュール

2021年全国公開模擬試験　SA21881

回数 木曜クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス
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