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小4国語       17:10～18:00 小5受験国社　17:10～19:10

小学生英検対策講座 18:00～19:00

13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00

中2数理 　   19:30～21:50 中1数学基礎　19:30～20:40 中2社英 　     19:30～21:50

中3英数復習講座     19:10～21:40

小5受験算理　17:10～19:10

小6宇東文系　17:10～19:10

中3A英国社 　19:40～22:10

中2数学基礎　19:30～20:40

高1数学　　　20:45～21:55

全国統一小学生テスト対策授業

小3,小4 算数 10:00～11:00

小5,小6 算数 11:10～12:20

テスト対策

国本,陽西,星1年14:00～20:00

高1英語　　　20:45～21:55

小3国語　　 17:10～18:00

小4国語       17:10～18:00

小5算数　    18:10～19:10

小6国語　    18:10～19:10

中1社英　　 19:30～21:50

中2数理 　   19:30～21:50

小6受験算理   17:10～19:10

国本3年,豊郷2年13:30～17:30

小6宇東理系　17:10～19:10

小6受験国社　17:10～19:10

中3S英国社   19:40～22:10

中1理数        19:30～21:50

豊郷,星中2年 　15:00～21:00

国本,星中3年 　16:00～22:00

宝木,城山,附属中  19:00～22:00

小5受験国社　17:10～19:10

小3算数      　17:10～18:00

小4ハイレベル算数 18:10～19:10

中3S数理　 　19:40～22:10

中1数学基礎　19:30～20:40

小4算数　      17:10～18:00

小6英語　      17:10～18:00

小5国語　      18:10～19:10

小6算数　      18:10～19:10

中3A数理　　 19:40～22:10

中2社英 　  19:30～21:50

附属中 実力テスト

14:00～22:00 自習室開放

英検(級により時間が異なります)

小5ハイレベル算数  13:00～14:10

小6ハイレベル算数  14:20～15:30

小学生英検対策講座 18:00～19:00

テスト対策

国本 ,陽西,豊郷   10:00～17:30

星中 ,城山,宝木   18:30～22:00

自習室開放 13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00
高1英語　　　20:45～21:55

自習室開放 9:00～18:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放

小3～小6              10:00～11:20
テスト対策 中3A英国社 　19:40～22:10 小5算数　    18:10～19:10 小3算数      　17:10～18:00

附属中1年       10:00～17:30 中2数学基礎　19:30～20:40 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1理数         19:30～21:50

小6英語　      17:10～18:00 小6受験国社　17:10～19:10

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

小6ハイレベル算数  14:20～15:30高1数学　　　20:45～21:55 中1社英   　 19:30～21:50 中3S数理　 　19:40～22:10 中3A数理　　 19:40～22:10

小5,小6受験クラス 10:00～12:20
　　　　 9:00～14:30 小6宇東文系　17:10～19:10

高1英語　　　20:45～21:55 中学生7耐　　　13時スタート

自習室開放 10:00～18:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放

中３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

13:00～22:00 自習室開放 13:00～20:00

小学生学力テスト

13:00～22:00 自習室開放 13:00～22:00 自習室開放

中2国語読解講座     19:10～20:20

中2数理 　   19:30～21:50 中1数学基礎　19:30～20:40 中2国社英     19:30～21:50 中2SS数学講座      20:30～21:40

テスト対策 高1数学　　　20:45～21:55 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

附属中1年       13:00～17:30

小学生英検対策講座 18:00～19:00

小6宇東          10:00～11:40 中2数学基礎　19:30～20:40 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1理数         19:30～21:50 中3英数復習講座     19:10～21:40

公立中高一貫対策模試 中3A英国社 　19:40～22:10 小5算数　    18:10～19:10 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5ハイレベル算数  13:00～14:10

  10:00～11:00 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 小6ハイレベル算数  14:20～15:30

漢字検定 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

宝木・城山中 中間テスト

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

宝木,城山 　        10:00～17:00

附属中1年           18:30～21:50

自習室開放 10:00～22:00 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2数理 　   19:30～21:50 中1数学基礎　19:30～20:40 中2社英   　   19:30～21:50 中2SS数学講座      20:30～21:40

高1英語　　　20:45～21:55 テスト対策

中3英数復習講座     19:10～21:40

高1数学　　　20:45～21:55 中1社英　 　19:30～21:50 中3S数理　 　19:40～22:10 中3A数理　　 19:40～22:10 中2国語読解講座     19:10～20:20

中2数学基礎　19:30～20:40 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1理数         19:30～21:50

小6ハイレベル算数  14:20～15:30

宝木,城山,附属中19:00～22:00 中3A英国社 　19:40～22:10 小5算数　    18:10～19:10 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 小学生英検対策講座 18:00～19:00

星1,2,3年         10:00～17:00 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

テスト対策 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 小5ハイレベル算数  13:00～14:10
星が丘中 中間テスト

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

高1英語　　　20:45～21:55

自習室開放 12:00～22:00 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

18:30～22:00 中2数理 　   19:30～21:50 中1数学基礎　19:30～20:40 中2国社英 　  19:30～21:50 星中2,3年 　        10:00～18:00

テスト対策

中2,中3 計算まつり 高1数学　　　20:45～21:55 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 星中1年 　           10:00～17:00

13:30～17:30 中2数学基礎　19:30～20:40 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1理数        19:30～21:50

全国統一小学生テスト 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 小5ハイレベル算数  13:00～14:10

小6ハイレベル算数  14:20～15:30

中１ 中間テストリハーサル 中3A英国社 　19:40～22:10 小5算数　    18:10～19:10 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 小学生英検対策講座  18:00～19:00

小学生 9時集合 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

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

国本・陽西中 中間テスト 豊郷中　中間テスト

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

スタディー・フィールド戸祭教室   　　　TEL 028-643-5870     　　　FAX 028-600-4004   　　　 E-mail u-tomatsuri@people-corp.jp
全国統一小学生テスト,英検,漢検は申込した方のみ対象です。23(日)の下野模試を日時を変更して受験を希望する場合、早めに教室までご連絡下さい。 自習室開放 13:00～22:00

中2SS数学講座       20:30～21:40
中2国語読解講座     19:10～20:20

小5ハイレベル算数  13:00～14:10

《Study Field 宇都宮戸祭教室　6月スケジュール》 
日 月 火 水 木 金 土


