
中３ ３ヶ月追い込み講座 時間割 №１ 

 

第１ターム クラス 7：20      8：10                 9：05     10：00 

11 月 30 日（土） 

３Ａ 英語①  国語①   数学①   

３Ｂ 数学① 数学② 英語① 

３Ｃ 数学①   数学②  英語①  

12 月 ２日（月） ３Ａ 理科①  国語②  社会①  

    ４日（水） 

３Ａ 数学②   数学③   英語②  

３Ｂ 英語②  数学③  国語①   

３Ｃ 国語① 英語② 数学③ 

    ５日（木） ３ＢC 国語②  理科①  社会①  

７日（土） 

３Ａ 英語③  社会②  数学④   

３Ｂ 数学④ 数学⑤ 英語③ 

３Ｃ 数学④   数学⑤   英語③  

    ９日（月） ３Ａ 理科②  国語③  社会③  

   １１日（水） 

３Ａ 数学⑤  数学⑥  英語④  

３Ｂ 英語④  社会②  数学⑥  

３Ｃ 社会② 英語④ 数学⑥ 

   1２日（木） ３ＢC 国語③  理科②  社会③  

１４日（土） 

３Ａ 英語⑤  社会④  数学⑦  

３Ｂ 数学⑦  数学⑧  英語⑤  

３Ｃ 数学⑦ 数学⑧ 英語⑤ 

   1６日（月） ３Ａ 理科③  国語④  社会⑤  

   1８日（水） 

３Ａ 数学⑧  数学⑨  英語⑥  

３Ｂ 英語⑥  社会④  数学⑨  

３Ｃ 社会④ 英語⑥ 数学⑨ 

   １９日（木） ３ＢC 国語④  理科③  社会⑤  

２３日（月） ３A 理科④ 国語⑤ 社会⑥ 
 

【 冬期講習 】（※ 12 月 25 日（水）のみ 17：30～22：00 となります。） 

第２ターム  14：40     15：35     16：30      17：25     18：20  19：10 

12 月 21 日（土） 
３S 国語 数学 英語 社会 理科 

３H 数学 国語 英語 理科 社会 

12 月 25 日（水） 
３S 国語 理科 社会 英語 数学 

３H 理科 英語 国語 数学 社会 

12 月 26 日（木） 
３S 理科 社会 国語 英語 数学 

３H 社会 理科 数学 国語 英語 

12 月 27 日（金） 
３S 理科 社会 国語 英語 数学 

３H 社会 理科 数学 国語 英語 

12 月 28 日（土） 
３S 数学 英語 国語 社会 理科 

３H 国語 数学 英語 理科 社会 



中３ ３ヶ月追い込み講座 時間割 №２ 

 

第３ターム クラス 7：20      8：10                 9：05     10：00 

１月 ８日（水） 

３Ａ 数学⑩ 数学⑪ 英語⑦ 

３Ｂ 英語⑦ 数学⑩ 理科④ 

３Ｃ 理科④ 英語⑦ 数学⑩ 

    ９日（木） ３ＢC 国語⑤ 理科⑤ 社会⑥ 

   11 日（土） 

３Ａ 理科⑤ 英語⑧ 数学⑫ 

３Ｂ 英語⑧ 数学⑪ 数学⑫ 

３Ｃ 数学⑪ 数学⑫ 英語⑧ 

   15 日（水） 

月曜クラス振替 
３Ａ 理科⑥ 国語⑥ 社会⑦ 

   16 日（木） ３ＢＣ 国語⑥ 理科⑥ 社会⑦ 

   18 日（土） 

３Ａ 理科⑦ 英語⑨ 数学⑬ 

３Ｂ 英語⑨ 数学⑬ 数学⑭ 

３Ｃ 数学⑬ 数学⑭ 英語⑨ 

   20 日（月） ３Ａ 理科⑧ 国語⑦ 社会⑧ 

   22 日（水） 

３Ａ 数学⑭ 数学⑮ 英語⑩ 

３Ｂ 英語⑩ 数学⑮ 理科⑦ 

３Ｃ 理科⑦ 英語⑩ 数学⑮ 

   23 日（木） ３ＢＣ 国語⑦ 理科⑧ 社会⑧ 

   25 日（土） 

３Ａ 英語⑪ 国語⑧ 数学⑯ 

３Ｂ 数学⑯ 数学⑰ 英語⑪ 

３Ｃ 数学⑯ 数学⑰ 英語⑪ 

   27 日（月） ３Ａ 理科⑨ 国語⑨ 社会⑨ 

   29 日（水） 

３Ａ 数学⑰ 数学⑱ 英語⑫ 

３Ｂ 英語⑫ 数学⑱ 国語⑧ 

３Ｃ 国語⑧ 英語⑫ 数学⑱ 

   30 日（木） ３ＢＣ 国語⑨ 理科⑨ 社会⑨ 

２月 １日（土） 

３Ａ 英語⑬ 国語⑩ 数学⑲ 

３Ｂ 数学⑲ 数学⑳ 英語⑬ 

３Ｃ 数学⑲ 数学⑳ 英語⑬ 

    ３日（月） ３Ａ 理科⑩ 国語⑪ 社会⑩ 

    ５日（水） 

３Ａ 数学⑳ 数学㉑ 英語⑭ 

３Ｂ 英語⑭ 数学㉑ 国語⑩ 

３Ｃ 国語⑩ 英語⑭ 数学㉑ 

    ６日（木） ３ＢＣ 国語⑪ 理科⑩ 社会⑩ 

８日（土） 

３Ａ 英語⑮ 国語⑫ 数学㉒ 

３Ｂ 国語⑫ 数学㉒ 英語⑮ 

３Ｃ 数学㉒ 英語⑮ 国語⑫ 

 

※ １/11 (土)，１/18 (土)，１/25 (土)，２/１ (土) は、授業時間が 16：30～19：10 になる 

  可能性があります。 



中３ ３ヶ月追い込み講座 時間割 №３  

 

第４ターム クラス 7：20      8：10                 9：05     10：00 

   12 日（水） 

 

３Ａ 数学㉓ 社会⑪ 英語⑯ 

３Ｂ 英語⑯ 数学㉓ 理科⑪ 

３Ｃ 理科⑪ 英語⑯ 数学㉓ 

13 日（木） ３ＢＣ 国語⑬ 理科⑫ 社会⑪ 

   15 日（土） 

３Ａ 理科⑪ 英語⑰ 数学㉔ 

３Ｂ 英語⑰ 数学㉔ 社会⑫ 

３Ｃ 社会⑫ 数学㉔ 英語⑰ 

   19 日（水） 

３Ａ 数学㉕ 社会⑫ 英語⑱ 

３Ｂ 英語⑱ 数学㉕ 理科⑬ 

３Ｃ 理科⑬ 英語⑱ 数学㉕ 

   20 日（木） ３Ａ 理科⑫ 国語⑬ 社会⑬ 

   22 日（土） 

３Ａ 理科⑬ 英語⑲ 数学㉖ 

３Ｂ 英語⑲ 数学㉖ 社会⑬ 

３Ｃ 社会⑬ 数学㉖ 英語⑲ 

   26 日（水） ３ＢＣ 国語⑭ 理科⑭ 社会⑭ 

   27 日（木） 

月曜クラス振替 
３Ａ 理科⑭ 国語⑭ 社会⑭ 

 

※ 第４タームは、時間割が大幅に変更になる場合があります。 

  変更になる場合は、決定次第ご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


