
 ２０１9 年度 冬期講習日程表（小３～中２）  

 

◎ 小学３年生〔特進クラス〕 

 

◎ 小学４年生〔特進クラス〕Ａ発展・Ｂ標準の２クラス制 

 
 
 
 

◎ 小学５年生〔特進クラス〕Ａ発展・Ｂ標準の２クラス制 

授業日 講座 科目 授業時間 

12/18(水) 予習 理科・社会 17:20～19:20 

12/20(金) 予習 国語・算数 17:20～19:20 

12/21(土) 復習 国語・算数 17:20～19:20 

12/24(火) 予習 国語・算数 17:20～19:20 

12/25(水) 予習 理科・社会 10:20～12:20 

12/27(金) 予習 国語・算数 10:20～12:20 

★☆★ 冬期休講 12/30(月)～1/4(土) ☆★☆ 

1/7(火) 復習 国語・算数 17:20～19:20 

1/8(水) 力試しテスト  17:20～18:30 

※ 英語は国語の授業時間内で行います。  

 

◎ 小学６年生〔特進クラス〕Ａ発展・Ｂ標準の２クラス制 

 〔中学入学準備講座前期〕 12/18(水)～1/7(火) 
 

授業日 講座 科目 授業時間 

12/18(水) 予習 理科・社会 17:20～19:20 

12/19(木) 予習 英語・数学 17:20～19:20 

12/23(月) 予習 英語・数学 17:20～19:20 

12/25(水) 予習 理科・社会 10:20～12:20 

12/26(木) 予習 英語・数学 10:20～12:20 

12/28(土) 復習 国語・算数 17:20～19:20 

 ★☆★ 冬期休講 12/30(月)～1/4(土) ☆★☆ 

1/6(月) 復習 国語・算数 17:20～19:20 

1/８(水) 力試しテスト  17:20～18:30 

 

〔中学入学準備講座後期〕 1/21(火)～2/27(木) 

               授業時間はすべて 17:20～19:20 

授業日 科目 授業日 科目 

1/22(水) 理科・社会 2/10(月) 国語・数学 

1/23(木) 国語・数学 2/12(水) 理科・社会 

1/27(月) 国語・数学 2/13(木) 国語・数学 

1/29(水) 理科・社会 2/17(月) 国語・数学 

1/30(木) 国語・数学 2/19(水) 理科・社会 

2/3(月) 国語・数学 2/20(木) 国語・数学 

2/5(水) 理科・社会 2/26(水) 理科・社会 

2/６(木) 国語・数学 2/27(木) 国語・数学 

※ 英語は国語の授業時間内で行います。  

※ 後期の理科・社会の授業は、５科目コース選択者のみの授業になります。 

※ 後期は中学内容の先取りになります。 

 

▼ご希望の方は以下の期間も受講可能です。 

授業時間はすべて 17:20～19:20 

授業日 科目 授業日 科目 

1/9(木) 国語・数学 1/16(木) 進研Ｓテスト 

1/15(水) 国語・数学 1/20(月) 国語・数学 

 
 
 
 
 
 
 

◎ 中学１年生〔特進クラス〕 授業時間はすべて 19:30～22:10  
 

予習は Ａ・Ｂ・Ｃの３クラス制 / 復習は Ｈ・Ｓの２クラス制 

  

授業日 講座 科目 

12/19(木) 復習Ｈ 国語・理科・社会 

12/20(金) 予習 英語・数学 / 国語 または 理科 

12/21(土) 復習Ｓ 国語・理科・社会 

12/24(火) 予習 英語・数学 / 国語 または 理科 

12/25(水) 予習 英語・数学 / 国語 または 理科 

12/27(金) 予習 英語・数学 / 国語 または 理科 

 ★☆★ 冬期休講 12/30(月)～1/4(土) ☆★☆ 

1/6(月) 復習Ｈ・Ｓ 英語・数学 

1/7(火) 課題・実力テスト勉強会 

1/8(水) 力試しテスト  17:20～18:30 

  

◎ 中学２年生〔特進クラス〕 授業時間はすべて 19:30～22:10  
 

予習は Ａ・Ｂ・Ｃの３クラス制 / 復習は Ｈ・Ｓの２クラス制 
  

授業日 講座 科目 

12/18(水) 復習Ｓ 国語・理科・社会 

12/19(木) 予習 英語・数学 / 国語 または 理科 

12/20(金) 復習Ｈ 国語・理科・社会 

12/21(土) 予習 英語・数学 / 国語 または 理科 

12/23(月) 予習 英語・数学 / 国語 または 理科 

12/26(木) 予習 英語・数学 / 国語 または 理科 

12/28(土) 復習Ｈ・Ｓ 英語・数学 

 ★☆★ 冬期休講 12/30(月)～1/4(土) ☆★☆ 

1/7(火) 課題・実力テスト勉強会 

1/8(水) 力試しテスト  17:20～18:30 

 

【持ち物】筆記用具・教材冊子（初回授業で配布します。） 

【欠席・補習】講習をお休みされる場合は、保護者の方から連絡をお願

いいたします。欠席補習は、フォローデー(予約制)で実

施しますので、欠席連絡時にご相談ください。 

 

 

若松塾・大久保校（℡：078-938-0557） 

授業日 講座 科目 授業時間 

12/20(金) 予習 国語・算数 17:20～19:20 

12/24(火) 予習 国語・算数 17:20～19:20 

12/27(金) 予習 国語・算数 10:20～12:20 

★☆★ 冬期休講 12/30(月)～1/4(土) ☆★☆ 

1/7(火) 復習 国語・算数 17:20～19:20 

1/8(水) 力試しテスト  17:20～18:30 

授業日 講座 科目 授業時間 

12/18(水) 復習 国語・算数 17:20～19:20 

12/19(木) 予習 国語・算数 17:20～19:20 

12/23(月) 予習 国語・算数 17:20～19:20 

12/26(木) 予習 国語・算数 10:20～12:20 

★☆★ 冬期休講 12/30(月)～1/4(土) ☆★☆ 

1/6(月) 復習 国語・算数 17:20～19:20 

1/8(水) 力試しテスト  17:20～18:30 


