
〈金木校〉2020年度　冬期講習時間割 ※欠席する場合は必ずご連絡ください。 12/11(金)

日 月 火 水 日

14:05 ～ 14:50

14:55 ～ 15:40

15:45 ～ 16:30

16:35 ～ 17:20

18:15 ～ 19:00

19:05 ～ 19:50

19:55 ～ 20:40

20:45 ～ 21:30

14:05 ～ 14:50

14:55 ～ 15:40

15:45 ～ 16:30

16:35 ～ 17:20

18:15 ～ 19:00

19:05 ～ 19:50

19:55 ～ 20:40

20:45 ～ 21:30

日 月

日 月

1/13・14・16、午後・夜　から選択 12/20(日)9:00～14:30

小学

小学 小学 小学 小学 小学

中3A 中3B

17:25～20:45 17:25～20:45 17:25～20:45
数学 英語数学 英語社会 国語

模擬テスト日

小学 小学 小学 小学 小学

出校日 出校日

1月 1月10日 1月11日

12月 12月27日 12月28日

出校日一覧 中1・中2 小学生 中3

理科 社会

進研テスト受験日 進研テスト受験日

算数 算数 算数 夜の部 夜の部 夜の部

国語
英語 数学

進研テスト受験日国語
英語 数学

中2 中1
[小4～中2] [小4～中2] [小4～中2]

国語 社会
国語

社会 理科

中2 中1
中2 中1

出校日 出校日
夜の部 中2 中1 中2 中1

13:15～16:35 13:15～16:35 13:15～16:35
理科 国語 理科 社会

出校日
中2 中1

小学

進研テスト受験日

午後の部 午後の部 午後の部

数学 英語 英語 数学 社会 理科

数学 理科 国語 国語社会 数学 国語 英語 英語 社会

中3B 中3A 中3B 中3A

水 木 金 土

午後の部 中3A 中3B 中3A 中3B 中3A 中3B

休校日

[小4～中2] [小4～中2] [小4～中2]

進研テスト受験日 進研テスト受験日

1月13日 1月14日 1月15日 1月16日

木 金 土 日 月 火

1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日

理科 国語数学 英語数学 英語理科 社会理科 国語 社会 国語

国語 理科
算数 算数 算数

国語
英語 数学

国語
英語 数学国語 理科 国語 社会

国語
社会 理科

出校日
中1 中2 中1 中2小学 小学中1

小学
中2 中1 中2小学

理科

夜の部 中2 中1 中2

国語 理科 社会 英語

中1 中2
出校日出校日

中1中2
中1 中2 中1 中2 中1

数学

数学 英語 英語 数学 社会 理科 理科

国語 社会 英語 理科社会 数学 理科 国語

社会 数学

社会 数学 国語 英語 英語

中3A 中3B
出校日

中3B
中3B 中3A 中3B 中3A 中3B

出校日

中3A
午後の部 中3A 中3B 中3A 中3B 中3A 中3B 中3A 中3B中3A 中3B 中3A

12月29日 1月4日 1月5日 1月6日

水 木 金 土 日 月

12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日

火 月 火 水

[中3]全県テスト 普段通りの
休校日 年末・年始休業

9:00～14:30 月曜日の授業

12月20日 12月21日 12月22日 12月30日 ～ 1月3日


