【中１ トップレベルクラス】 19:20～22:00

講習生用

2017 年度 冬期講習日程表
若松塾 岡本校

【小４ ハイクラス】 全６回＋力試しテスト
授業日

時間帯

授業科目

12 月 18 日（月）

17：10～19：10

予習（算数・国語）

12 月 21 日（木）

17：10～19：10

予習（国語・算数）

12 月 23 日（土祝） 12：30～14：30

復習（算数・国語）

12 月 25 日（月）

17：10～19：10

予習（算数・国語）

12 月 28 日（木）

12：30～14：30

復習（国語・算数）

11：00～12：10

力試しテスト（算数・国語）

1 月 6 日（土）

≪休憩 20 分≫
12：30～14：30

※希望者は昼食持参可

復習（算数・国語）

【小５ ハイクラス】 全８回＋力試しテスト

授業日

授業科目

12 月 19 日（火）

予習（英語・国語・数学）

12 月 22 日（金）

予習（英語・数学・理科）

12 月 23 日（土祝）

復習（英語・数学）

12 月 26 日（火）

予習（英語・国語・数学）

1 月 5 日（金）

予習（英語・数学・理科）

1 月 6 日（土）

11：00～12：10 力試しテスト（数学・英語）

【中２ トップレベルクラス】 19:20～22:00

時間帯

授業科目

12 月 19 日（火）

17：10～19：10

予習（算数・国語）

12 月 20 日（水）

17：10～19：10

予習（社会・理科）

12 月 22 日（金）

17：10～19：10

予習（国語・算数）

12 月 25 日（月）

14：00～16：00

復習（算数・国語）

12 月 26 日（火）

12：30～14：30

予習（算数・国語）

12 月 27 日（水）

12：30～14：30

予習（社会・理科）

12 月 28 日（木）

10：20～12：20

復習（国語・算数）

1 月 5 日（金）

12：30～14：30

復習（国語・算数）

1 月 6 日（土）

11：00～12：10

力試しテスト（算数・国語）

全５回＋力試しテスト

授業日

Ａクラス 授業科目

Ｂクラス 授業科目

12 月 18 日（月）

予習（理科・英語・数学）

予習（国語・数学・英語）

12 月 21 日（木）

予習（国語・数学・英語）

予習（理科・英語・数学）

12 月 25 日（月）

予習（理科・英語・数学）

予習（国語・数学・英語）

12 月 27 日（水）

復習（数学・英語）

復習（英語・数学）

12 月 28 日（木）

予習（国語・数学・英語）

予習（理科・英語・数学）

1 月 6 日（土）

授業日

全５回＋力試しテスト

11：00～12：10 力試しテスト（数学・英語）

【中３ トップレベルクラス】 14:40～19:10
授業日

Ａクラス 授業科目

全６回
Ｂクラス 授業科目

12 月 23 日（土祝） 英語・数学・社会・国語・理科

数学・英語・国語・理科・社会

12 月 26 日（火）

英語・理科・国語・社会・数学

国語・英語・理科・数学・社会

12 月 27 日（水）

英語・数学・社会・国語・理科

数学・英語・国語・理科・社会

12 月 28 日（木）

英語・理科・国語・社会・数学

国語・英語・理科・数学・社会

1 月 5 日（金）

英語・理科・国語・社会・数学

国語・英語・理科・数学・社会

1 月 6 日（土）

英語・数学・社会・国語・理科

数学・英語・国語・理科・社会

【持ち物】

【小６ ハイ Ｈ１クラス】 全８回＋力試しテスト

筆記用具（鉛筆 または シャープペンシル・赤ペン・消しゴム・定規）

授業日

時間帯

授業科目

12 月 18 日（月）

17：10～19：10

予習（英語・数学）

12 月 20 日（水）

17：10～19：10

予習（理科・社会）

12 月 21 日（木）

17：10～19：10

予習（数学・英語）

12 月 23 日（土祝） 12：30～14：30

復習（算数・国語）

12 月 25 日（月）

17：10～19：10

予習（英語・数学）

12 月 27 日（水）

12：30～14：30

予習（理科・社会）

12 月 28 日（木）

12：30～14：30

復習（算数・国語）

11：00～12：10

力試しテスト（算数・数学・国語・英語）

1 月 6 日（土）

授業を欠席・遅刻される場合は、授業前に必ず保護者の方からご連絡ください。

【補習について】
小４～小６
◎予習講座を欠席された場合、同じ科目の次回予習授業５０分前から補習を行い
ます。詳細は、欠席連絡時にご確認ください。
◎復習講座を欠席された場合、教材と解答をお渡しします。分からないところが
あれば、お気軽にご質問ください。
中１・中２

≪休憩 20 分≫
12：30～14：30

【欠席・遅刻時の連絡について】

※希望者は昼食持参可

復習（算数・国語）

◎予習講座を欠席された場合、授業日以外の日程で補習を行います。
（要予約）
欠席連絡時にご相談ください。
◎復習講座を欠席された場合、教材と解答をお渡しします。分からないところが
あれば、お気軽にご質問ください。
中３

【小６ ハイ Ｈ２クラス】 全８回＋力試しテスト
授業日

時間帯

授業科目

12 月 19 日（火）

17：10～19：10

予習（英語・数学）

12 月 20 日（水）

17：10～19：10

予習（理科・社会）

12 月 22 日（金）

17：10～19：10

予習（数学・英語）

12 月 25 日（月）

14：00～16：00

復習（国語・算数）

12 月 26 日（火）

12：30～14：30

予習（英語・数学）

12 月 27 日（水）

12：30～14：30

予習（理科・社会）

12 月 28 日（木）

10：20～12：20

復習（算数・国語）

1 月 5 日（金）

12：30～14：30

復習（算数・国語）

1 月 6 日（土）

11：00～12：10

力試しテスト（算数・数学・国語・英語）

◎欠席された場合、教材と解答をお渡しします。分からないところがあれば、
お気軽にご質問ください。

【その他】
◎「力試しテスト」の日程がご都合の悪い場合、他の日時に受験していただくことも
可能ですので、ご相談ください。
◎12 月 29 日(金)～1 月 4 日(木)は冬期休講期間のため、校舎はお休みとなります。
但し、中３は 12 月 29 日(金)・30 日(土)に「年末特訓」の講座がございます。
（希望者のみ・別途有料）詳細は別紙をご参照ください。
◎小学５年生の国語には、授業日により英語が含まれます。
◎中学３年生の３ヶ月追い込み講座の日程は、お問い合わせください。
冬期講習他 ご質問等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

若松塾 岡本校

078－412－0023
（日曜日・祝日を除く 午後１時～１０時）

