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《Study Field 宇都宮戸祭教室　2月スケジュール》 
土

小4  算数       17:00～17:50 小3パスカル   16:40～17:40 土曜特訓 中3 理社　 13:00～17:30

附属中実力テスト
1

星が丘中　スキー教室

星が丘中　スキー教室

附属　　　 13:00～18:00 中3S  社英国  19:10～22:10 小5  算数       18:00～19:00 小5パスカル   17:50～19:00 中3S     理数  19:10～22:10 小5  国語       18:00～19:00

　小5宇東附中対策 理系定期試験対策(2年生) 小5受験  算国 17:00～19:00 小6  英語       17:00～17:50 小4パスカル   16:40～17:40 小5受験 理社  17:00～19:00 小4  国語       17:00～17:50

中2  国社数    19:30～21:50 中3A 理数　   19:10～22:10 中2  英理       19:30～21:50 定期試験対策(1年生)
中3A  国英社  19:10～22:10 小6  国語       18:00～19:00 小6パスカル   17:50～19:00 中1  　  社理  19:30～21:50 小6  算数       18:00～19:00

小4  算数       17:00～17:50 小3パスカル   16:40～17:40 小4  国語       17:00～17:50 中学準備講座 英語 10:00～12:00

自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 10:00～22:00

県立入試 特色選抜

自習室開放 13:00～18:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 15:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00

中3A  国英社  19:10～22:10 小6  国語       18:00～19:00 小6パスカル   17:50～19:00 中1  　  社理  19:30～21:50 中2  英理       19:30～21:50

土曜特訓 中3 英数国 13:00～17:30

星が丘　　 13:00～18:00 中3S  社英国  19:10～22:10 小5  算数       18:00～19:00 小5パスカル   17:50～19:00 中3S     理数  19:10～22:10 小6  算数       18:00～19:00

定期試験対策(2年生) 小5受験  算国 17:00～19:00 小6  英語       17:00～17:50 小4パスカル   16:40～17:40 小5受験 理社  17:00～19:00 小5  国語       18:00～19:00

土曜授業
　小5宇東附中対策 文系

中2英数SSクラス

13:00～22:00 自習室開放 15:00～22:00

宝木　　　 13:00～18:00 中1  数英       19:30～21:50 星が丘2年　　  　 15:00～22:00

定期試験対策(1年生) 中2  社数       19:30～21:50 中3A 理数　   19:10～22:10 定期試験対策

小5受験  算国 17:00～19:00 小4  算数       17:00～17:50 小3パスカル   16:40～17:40 小4  国語       17:00～17:50 中学準備講座 数学 10:00～12:00

自習室開放 10:00～22:00

宝木中　学年末試験

自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00自習室開放 13:00～22:00 自習室開放

定期試験対策 小6  国語       18:00～19:00 小6パスカル   17:50～19:00 中1  　  社理  19:30～21:50 中2  英理       19:30～21:50

土曜特訓 中3 理社　13:00～17:30

定期試験対策 中3A  国英社  13:00～16:00 小5  算数       18:00～19:00 小5パスカル   17:50～19:00 中3S     理数  19:10～22:10 小6  算数       18:00～19:00

星が丘2年　　   13:00～18:00

小5  10:00～11:40 中3S  社英国  13:00～16:00 小6  英語       17:00～17:50 小4パスカル   16:40～17:40 小5受験 理社  17:00～19:00 小5  国語       18:00～19:00

宝木1年            13:00～21:00 星が丘・城山1年13:00～19:00 中1  国数英    19:30～21:50

星が丘・城山1年13:00～18:00 星が丘2年　   13:00～19:00 中2  国社数    19:30～21:50 中3A 理数　   19:10～22:10

自習室開放 10:00～22:00

星が丘中　学年末試験 城山中　学年末試験

自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00自習室開放 10:00～21:00 自習室開放 10:00～22:00 自習室開放 15:00～22:00

小学生学力テスト

定期試験対策 小5受験  算国 17:00～19:00 小6  英語       17:00～17:50 小4パスカル   16:40～17:40 小5受験 理社  17:00～19:00 小5  国語       18:00～19:00 小4～小6　　　　 　10:00～11:20

小4  算数       17:00～17:50 小3パスカル   16:40～17:40 小4  国語       17:00～17:50

土曜特訓 中3 英数国 13:00～17:30星が丘・城山1年 10:00～19:00 中3A  国英社  19:10～22:10 小6  国語       18:00～19:00 小6パスカル   17:50～19:00 中1 全国学力テスト 中2 全国学力テスト

星が丘2年　　　 10:00～19:00 中3S  社英国  19:10～22:10 小5  算数       18:00～19:00 小5パスカル   17:50～19:00 中3S     理数  19:10～22:10 小6  算数       18:00～19:00

国・数・英 19:30～21:50

中1,中2 全国学力テスト 中3A 理数　   19:10～22:10 理・社 19:30～21:50 理・社 19:30～21:50 中2英数SSクラス土曜授業

自習室開放 10:00～22:00自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00自習室開放 10:00～20:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 15:00～22:00

中３入試直前特訓 中３入試直前特訓 中３入試直前特訓 中2英数SSクラス19:00～21:30
中2英数SSクラス16:30～19:00 小5宇東附中対策(文系・理系) 18:00～19:00

英数国            10:00～16:00 国語読解基礎講座　中1 19:00～20:10     中2 20:20～21:30
中３入試直前特訓 理社            18:00～21:00 英数国           18:00～21:00 理社            18:00～21:00 中2数学弱点補強クラス 19:00～20:10

自習室開放 10:00～20:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放

中1  国数英    19:30～21:50

13:00～22:00

星が丘,城山1年　  17:00～22:00

宝木1年　　　　　17:00～22:00

県立入試 特色選抜

自習室開放

星が丘,城山 19:00～22:00
宝木 15:00～22:00

※10(日)の公中検は事前にお申込みいただいた方のみ対象です。
※通常授業は24(日)で終了になります。中３以外は、25(月)～3/1(金)まで通常授業はありません。新年度の授業は3/4(月)からになります。

土曜授業の時間

土曜授業
数学弱点補強クラス

宝木・城山1年13:00～21:00

公中検模試

定期試験対策

星が丘2年　　  　 　10:00～18:00

星が丘・城山1年   　10:00～18:00

小5受験　  　　　　 10:00～12:20

　　　国語読解基礎講座

15:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00  E-mail:u-tomatsuri@people-corp.jp
　TEL:028-643-5870　FAX:028-600-4004


