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13:00～22:00

夏期講習会フォロー日

13:00～18:00

金 土
夏期講習会 夏期講習会 夏期講習会 夏期講習会 夏期講習会 夏期講習会

小6国算        10:00～11:40 小6国算        10:00～11:40 小6国算        10:00～11:40 小6国算        10:00～11:40 小5国算        10:00～11:40

小3国算 　 　　　 10:00～11:40小5発展算数　10:00～11:40 小4国算        10:00～11:40 小4国算        10:00～11:40 小4国算        10:00～11:40 小3国算        10:00～11:40

《Study Field 宇都宮戸祭教室　8月スケジュール》 
日 月 火 水 木

中3理社        13:00～16:50 中3理社     　 13:00～16:50 中3理社     　 13:00～16:50 中3理社    　 13:00～16:50 中3理社     　13:00～16:50

校舎休校日 小3国算　　　10:00～11:40 小5国算        10:00～11:40 小5国算        10:00～11:40 小5国算        10:00～11:40 小4国算        10:00～11:40

自習室開放 10:00～17:00

夏期講習会 夏期講習会 夏期講習会 夏期講習会 夏期講習会 夏期講習会

自習室開放 10:00～22:00 自習室開放 10:00～22:00 自習室開放 10:00～22:00自習室開放 なし 自習室開放 10:00～22:00 自習室開放 10:00～22:00

お盆特訓

校舎休校日 小6英語　　　10:00～10:45 小6英語　　　10:00～10:45 小6英語　　　10:00～10:45 小6英語　　　10:00～10:45 校舎休校日 小6受験　　　　　　9:30～12:30

小5受験算国　10:00～11:40 小5受験理社　10:00～11:40 小5受験理社　10:00～11:40 小5受験理社　10:00～11:40

中3　　　　　　　　9:30～17:50

中3理社          13:00～16:50 中3理社          13:00～16:50 中3英数          13:00～16:50 中3国数          13:00～16:50

小6発展算数　10:55～11:40 小6発展算数　10:55～11:40 小6発展算数　10:55～11:40 小6発展算数　10:55～11:40

小6宇東理系　15:00～16:40 小6宇東理系　15:00～16:40 中1英社       　19:30～22:00 中1英社       　19:30～22:00

小6受験国社   13:00～14:40 小6受験国社   13:00～14:40 中2国語読解　19:30～22:00 高1数学　       17:30～18:40

自習室開放 なし 自習室開放 10:00～22:00 自習室開放 10:00～22:00 自習室開放 10:00～18:00

夏期講習会 夏期講習会

10:00～22:00 自習室開放 10:00～22:00 自習室開放 なし 自習室開放

中3　　　　   　 9:30～17:50 中3　　　　   　 9:30～17:50

小6受験　　　　 9:30～12:30 小6受験　　　　 9:30～12:30 校舎休校日 校舎休校日 校舎休校日 校舎休校日

お盆特訓 お盆特訓

なし 自習室開放 なし 自習室開放 13:00～18:00

夏期講習会 通常授業スタート
自習室開放 10:00～18:00 自習室開放 10:00～18:00 自習室開放 なし 自習室開放 なし 自習室開放

夏期講習会
小5受験算理　10:00～12:00 小3国語　　    10:00～10:50 小6受験算理   10:00～12:00 小4算数　      10:00～10:50 小6宇東理系　10:00～12:00

中3理社　　　　     13:00～

定期試験対策(夏期講習Ⅱ期) 中3A英国社 　19:40～22:10 小5算数　       11:00～12:00 小3算数      　 10:00～10:50 小5国語　      11:00～12:00 中3S英国社    19:40～22:10

中3英数          13:00～16:50 小6宇東文系　10:00～12:00 小4国語          10:00～10:50 小5受験国社　10:00～12:00 小6英語　      10:00～10:50 小6受験国社　10:00～12:00

定期試験対策(夏期講習会Ⅱ期)

定期試験対策(夏期講習Ⅱ期) 中3国数          13:00～16:50 中3S数理　 　19:40～22:10 中3英数　   　13:00～16:50 中1,中2　19:30～22:00

中1,中2 19:30～22:00 高1数学　　　20:45～22:05 小6国語　       11:00～12:00 小4ハイレベル算数 11:00～12:00 小6算数　      11:00～12:00 中1理数　  　 19:30～21:50

中1社英　　   19:30～21:50 定期試験対策(夏期講習Ⅱ期) 中2英社  　     19:30～21:50

高1英語　　　20:45～22:05 中3A数理　　 19:40～22:10

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

中1,中2 19:30～22:00

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

下野模試 小5受験算理　17:10～19:10 小3国語　　 17:10～18:00 小6受験算理   17:10～19:10 小4算数　      17:10～18:00 小6宇東理系　17:10～19:10
夏期講習会 国本中 前期期末試験

小3算数      　17:10～18:00 小5国語　      18:10～19:10 中3S英国社   19:40～22:10

小6国語　    18:10～19:10 小4ハイレベル算数 18:10～19:10 小6算数　      18:10～19:10

中3　　             9:00～14:30 小6宇東文系　17:10～19:10 小4国語       17:10～18:00 小5受験国社　17:10～19:10 小6英語　      17:10～18:00 小6受験国社　17:10～19:10

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

8/19(月)から通常授業がはじまります。8/19～8/23は小学生の授業時間が午前中になりますのでご注意ください。
8/18(日)から、中学生は定期試験対策が始まります。後日、中学校別の対策日程表を配布しますので別紙で詳細をご確認ください。

スタディー・フィールド宇都宮戸祭教室
TEL 028-643-5870   FAX 028-600-4004

中1数学　　　19:30～22:00

中1国語読解　19:30～22:00 中1国語読解　19:30～22:00

中2 　　            18:30～22:00

全国学力テスト

小5,小6受験       10:00～12:20

自習室開放

定期試験対策

中2社会復習　19:30～22:00

中1数理       　19:30～22:00

高1数学　       17:30～18:40

中2国語読解　19:30～22:00

中1,中2 19:30～22:00 中3英数　　   13:00～16:50

13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00

夏期講習欠席者フォロー日

10:00～17:00

高1数学　　　17:30～18:40 高1英語　　　17:30～18:40 高1英語　　　17:30～18:40

中1理科　　　19:30～22:00 中2英数　　　19:30～22:00 中2理科復習　19:30～22:00

中2英数　　　19:30～22:00 高1数学　　　17:30～18:40

小6宇東理系　15:00～16:40 小6宇東理系　15:00～16:40 小6宇東文系  15:00～16:40 小6宇東理系　15:00～16:40小6宇東理系　15:00～16:40

小6受験算理   13:00～14:40 小6受験算理　13:00～14:40 小6受験算理　13:00～14:40 小6受験算理　13:00～14:40 小6受験国社　13:00～14:40

中1 　　            18:30～22:00

中2数理 　     19:30～21:50

小3～小6　　     10:00～11:20 中2数理 　   19:30～21:50 高1英語　　　20:45～22:05 中2国社英 　  19:30～21:50

中1理数        19:30～21:50

中1国社英　 19:30～21:50 中3S数理　 　19:40～22:10 中3A数理　　 19:40～22:10

高1数学　　　20:45～22:05 小5算数　    18:10～19:10


