
10:10～11:10 11:20～12:20 13:20～14:20 14:30～15:30 15:50～16:50 17:00～18:00

小３Ｃ 国語 算数 国語 算数

小４Ｃ 国語 算数 算数 国語 算数 国語

小４ＣS 算数 国語 国語 算数 国語 算数

小５Ｃ 国語 算数 算数 国語 国語 算数

小５ＣS 国語 算数 算数 国語 国語 算数

小６Ｃ 算数 国語 算数 国語 国語 算数

小６ＣS 国語 算数 国語 算数

10:10～11:10 11:20～12:20 13:20～14:20 14:30～15:30 15:50～16:50 17:00～18:00

小４適性検査対策 算数 国語 国語 算数 算数 国語

小５適性検査対策 算数 国語 算数 国語 算数 国語

小６ＣS 算数 国語 国語 算数

夏 期 講 習 Z o o m 授 業 配 信 講 座 時 間 割

≪小学生Ｃ・ＣＳクラス≫ 
〔Ⅰ・Ⅳ期〕※第１部・第２部・第３部は同じ内容になります。

クラス
第１部 第２部 第３部

〔Ⅲ期〕※第１部・第２部・第３部は同じ内容になります。

クラス
第１部 第２部 第３部



クラス 9:40～11:10 11:20～12:50 13:25～14:55 15:05～16:35

算数 社会 国語 理科

社会 算数 国語 理科

算数 文系適性 文系適性 算数

理科 算数 国語 社会

国語 理科 算数 社会

算数 国語

クラス 9:40～11:10 11:25～12:55 13:25～14:55 15:05～16:35

算数 社会 国語 理科

算数 社会 国語 理科

文系適性 算数 算数 文系適性
(注) 第Ⅲ期は9:40～12:50または13:25～16:35いずれかの

時間帯で受講してください。(同内容になります)

(注) 第Ⅲ期は9:40～12:50または13:25～16:35いずれかの
時間帯で受講してください。(同内容になります)

≪小６国公立中受験クラス≫

小６Ｓ・Ｉ

(注) 上段：Ⅰ・Ⅳ期 ／ 中段：Ⅱ期 ／ 下段：Ⅲ期

小６Ｋ

(注) 上段：Ⅰ・Ⅳ期 ／ 中段：Ⅱ期 ／ 下段：Ⅲ期

小６ＳＴ

(注) 上段：Ⅰ・Ⅳ期 ／ 中段：Ⅱ期 ／ 下段：Ⅲ期



9:40～11:10 11:20～12:50 13:25～14:55 15:05～16:35 15:10～16:40 16:50～18:20

国語 算数 算数 国語 算数 国語

算数・理科 国語・社会 国語・社会 算数・理科 算数・理科 国語・社会

クラス 9:40～11:10 11:20～12:50 13:25～14:55 15:05～16:35 16:50～18:20

算数 理科 国語 社会

算数 理科 国語 社会

算数 理科 社会 国語

算数 理科 社会 国語

社会 理科 算数 国語

算数 社会 理科 国語

理科 算数 算数 国語 社会

算数 理科 国語 算数 社会

社会 国語 算数 理科 算数

理科 社会 国語 算数 算数

理科 算数 算数 国語 社会

理科 算数 国語 算数 社会

理科 社会 国語 算数 算数

理科 算数 算数 国語 社会

理科 国語 算数 算数 社会

≪小学生私立中受験クラス≫※小４Ｄクラスの第１部・第２部・第３部は同じ内容になります。

クラス
第１部 第２部 第３部

小４Ｄ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／下段：Ⅱ期 (注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／下段：Ⅱ期 (注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／下段：Ⅱ期

小５Ｈ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／下段：Ⅲ期

小５Ｄ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／下段：Ⅲ期

小６Ｅ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／中段：Ⅱ期／下段：Ⅲ期

小６Ｇ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／中段：Ⅱ期／下段：Ⅲ期

小５Ｅ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／下段：Ⅲ期

小６Ｄ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／中段：Ⅱ期／下段：Ⅲ期



クラス 18:40～20:00 20:10～21:30 18:40～20:00 20:10～21:30

国語 社会・理科 数学 英語

国語 社会・理科 英語 数学

英語 数学 理科・社会 国語

英語 数学 理科・社会 (18:35～19:55) 国語

英語 数学

数学 数学

１Ｇ

２ＤＥ

≪中１ＤＥＧ・中２ＤＥＧＫクラス≫

１ＤＥ
第Ⅱ期 第Ⅲ期

第Ⅱ期 第Ⅲ期

第Ⅱ期 第Ⅲ期

２Ｇ

（注) 上段：Ⅰ期／中段：Ⅱ・Ⅲ期／下段：Ⅳ期

国語 ※19:30～21:30

第Ⅱ期 第Ⅲ期

２Ｋ



クラス 18:20～19:50 20:00～21:30

３ＤＥ 数学 英語

３Ｇ 英語 数学

クラス 9:40～12:50 13:30～16:40

３ＤＥＧ 社会 理科

クラス 9:40～11:50 12:30～14:40 15:05～17:15

３ＤＥ 数学 英語 国語

クラス 9:40～11:50 12:30～14:40 15:10～17:20

３Ｇ 英語 数学 国語

クラス 9:40～12:50 13:30～16:40

３ＤＥＧ 社会 理科

クラス 9:40～11:50 12:30～14:40 15:00～17:10

３ＤＥ   英語 数学 国語

クラス 9:40～11:50 12:30～14:40 15:00～17:10

３Ｇ 数学 英語 国語

クラス 18:20～19:50 20:00～21:30

３Ｋ 英語 数学

クラス 9:40～11:10 11:20～12:50 13:25～14:55 15:05～16:35 16:50～18:20 18:30～20:00

理科 社会 数学 英語 国語 数学

理科 社会 国語 英語 数学 数学

〔Ⅱ期〕

≪中３ＤＥＧクラス≫ 
〔Ⅰ・Ⅳ期〕

〔Ⅲ期〕

３Ｋ

上段：Ⅱ期／下段：Ⅲ期

≪中３Ｋクラス≫ 
〔Ⅰ・Ⅳ期〕

〔Ⅱ・Ⅲ期〕


