
※28(日)の全国統一小学生テストは学年により終了時間が異なります。後日配布する別紙でご確認下さい。

※28(日)のスタディーの前期考査は原則必修になります。本来行われる予定であった前期考査を行い、解説授業を行います。

※7/18(土)の英検に向けての対策講座はこれまで通り、個々に対策授業をしていきます。

スタディーの前期考査
※中学生全員参加
14:00～19:00 ※太字の講座は無料イベントになります。塾生は積極的にご参加下さい。外部生も無料になります。

※19(木)の漢字検定の日程のご都合が悪い場合は、検定日より3日前にはご連絡下さい。

※14(日)の中2,中3の社会は通常授業を行いますので原則必修になります。 自習室　11:00～21:30

中1～中3英数18:30～20:15

校舎休校日

全国統一小学生テスト
小1～小3  9:30～

校舎休校日

中1数理　   19:00～21:30

中3英社　   19:00～21:40
校舎休校日

中2社会　 13:00～17:00

中3社会　 18:00～20:30

中2          19:00～21:50

30

自習室　16:00～21:30

小6算数(Ⅰ) 18:00～18:50

中5国算　   16:00～17:50

保護者説明会

数学  　   　19:00～20:30 準1級　　   20:30～21:50 保護者説明会

中1          15:30～17:30 中3ナンバー受験講座 中3基礎講座 2級　　   　19:00～20:20

作文バトルジム

数学特訓 (文字式) 中3英社　   19:00～21:40 中2数理　   19:00～21:30 中1英社　   19:00～21:30 英検チャレンジ講座 小5      　　10:30～12:00

小6算数(Ⅱ) 18:00～18:50 小6国語　   18:00～18:50 中3数理　   19:00～21:40
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数学特訓 (計算トレ)

校舎休校日

校舎休校日 校舎休校日

自習室　16:00～21:30 自習室　16:00～21:30

小6算数(Ⅱ) 18:00～18:50

準2級　   　20:40～21:50

小6英語(Ⅰ) 17:00～17:50

小6国語　   18:00～18:50

中1英社　   19:00～21:30

小6算数(Ⅰ) 18:00～18:50 小6英語(Ⅱ) 17:00～17:50 小6英語(Ⅰ) 17:00～17:50

小6英語(Ⅱ) 17:00～17:50

小6算数(Ⅱ) 18:00～18:50

中2数理　   19:00～21:30

　６月スケジュール (中学生の定期考査がある場合は、一部変更になります)  TEL 351-6787 　
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自習室　13:00～19:30

28

中学生特待生テスト
※希望者のみ

自習室　10:00～21:30 自習室　16:00～21:30 自習室　16:00～21:30 自習室　16:00～21:30 自習室　16:00～21:30

小6算数(Ⅰ) 18:00～18:50

英検チャレンジ講座 小5～中2    13:00～14:00

準2級　   　20:40～21:50 中3        　 15:00～16:00

小6      　   17:00～18:30

理社特訓 英語  　   　19:00～20:30

中3ナンバー受験講座

中1          13:00～15:00 中1数理　   19:00～21:30

小6英語(Ⅱ) 17:00～17:50 小6英語(Ⅰ) 17:00～17:50 中2英社　   19:00～21:30 中5国算　   16:00～17:50
21 22 23 24 25 26

自習室　16:00～21:30 自習室　13:00～21:30

英語　　      19:00～21:00

自習室　13:00～20:30 自習室　16:00～21:30 自習室　16:00～21:30 自習室　16:00～21:30

英検チャレンジ講座 小3～小6     14:00～15:00

準2級　   　20:40～21:50 中3基礎講座

小5      　   15:00～16:00

英語  　   　19:00～20:30 英検チャレンジ講座 理科実験教室

中3ナンバー受験講座 中3数理　   19:00～21:40

2級　　   　19:00～20:20

準1級　　   20:30～21:50

小6国語　   18:00～18:50 パネルアタック算数

中3英社　   19:00～21:40 中2数理　   19:00～21:30 中1英社　   19:00～21:30 中2英社　   19:00～21:30 小6      　   13:00～14:00

20
小6算数(Ⅰ) 18:00～18:50 小6英語(Ⅱ) 17:00～17:50 小6英語(Ⅰ) 17:00～17:50 中5国算　   16:00～17:50

中1数理　   19:00～21:30 小6算数(Ⅱ) 18:00～18:50

14 15 16 17 18 19

漢字検定
17:30～18:30

自習室　11:00～21:30

準2級　   　20:40～21:50

自習室　16:00～21:30

中3入試チャレンジ

英検チャレンジ講座 理社　　     19:00～21:50

英語  　   　19:00～20:30 数学  　   　19:00～20:30 準1級　　   20:30～21:50

自習室　16:00～21:30

英検チャレンジ講座 中3        　 13:00～14:00

中3ナンバー受験講座 中3ナンバー受験講座 2級　　   　19:00～20:20 小5～中2    15:00～16:00

中1数理　   19:00～21:30 小6国語　   18:00～18:50 中3数理　   19:00～21:40

中3英社　   19:00～21:40 中2数理　   19:00～21:30 中1英社　   19:00～21:30

中2英社　   19:00～21:30
7 8 9 10 11 12 13

英語　　     19:00～21:00

自習室　10:00～18:00 自習室　16:00～21:30 自習室　16:00～21:30 自習室　16:00～21:30 自習室　14:00～21:30

積極的に自習室を
ご利用下さい。

英語  　   　19:00～20:30

英検チャレンジ講座

自習室　16:00～21:30

小6算数(Ⅰ) 18:00～18:50

中1数理　   19:00～21:30

中3英社　   19:00～21:40

中2英社　   19:00～21:30 中5国算　   16:00～17:50

中3数理　   19:00～21:40 中3入試チャレンジ

英検チャレンジ講座 国数英　     14:00～18:20

2級　　   　19:00～20:20 中3基礎講座

準1級　　   20:30～21:50

土
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