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

国語 算数 国語 算数

国語 算数 算数 国語 算数 国語

算数 国語 国語 算数 国語 算数

国語 算数 算数 国語 国語 算数

国語 算数 算数 国語 国語 算数

算数 国語 算数 国語 国語 算数

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

算数 国語 国語 算数 算数 国語

算数 国語 算数 国語 算数 国語

算数 国語 国語 算数

ミーティングＩD ８５１ ９０４９ ５４１０    パスコード ０２００００

ミーティングＩD ８４１ ４８８８ ８６３６    パスコード ０３００００

ミーティングＩD ８５２ ４９５６ ４９８４    パスコード ０４００００

ミーティングＩD ８５２ ５６５３ ３４９０    パスコード ０５００００

ミーティングＩD ８１４ １８５３ ４３１２    パスコード ０６００００

ミーティングＩD ８９０ ８９６６ ５３３７    パスコード ０７００００

小３Ｃ
ミーティングＩD ８３１ ３１０５ ３４６６    パスコード ０１００００

小４Ｃ

小４適性検査対策

小４ＣS

小５Ｃ

小５ＣS

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

小６Ｃ

小６ＣS

ミーティングＩD ８９０ ８９６６ ５３３７    パスコード ０７００００

ミーティングＩD ８４１ ４８８８ ８６３６    パスコード ０３００００

ミーティングＩD ８５２ ５６５３ ３４９０    パスコード ０５００００

小６ＣS

小５適性検査対策

〔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)

ミーティングＩD ８１１ ４５５６ ８２１３    パスコード ０９００００

ミーティングＩD ９１９ ５０８２ ９３５４    パスコード １０００００

≪小６国公立中受験クラス≫

(注) 上段：Ⅰ・Ⅳ期 ／ 中段：Ⅱ期 ／ 下段：Ⅲ期

(注) 上段：Ⅰ・Ⅳ期 ／ 中段：Ⅱ期 ／ 下段：Ⅲ期

(注) 上段：Ⅰ・Ⅳ期 ／ 中段：Ⅱ期 ／ 下段：Ⅲ期

小６Ｓ・Ｉ

ミーティングＩD ８９３ ６６５３ ０２４０    パスコード ０８００００

小６Ｋ

小６ＳＴ



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。

小４Ｄ

小６Ｅ

小６Ｇ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／中段：Ⅱ期／下段：Ⅲ期

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／中段：Ⅱ期／下段：Ⅲ期
ミーティングＩD ９５８ ３３１４ ０６０２    パスコード １６００００

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／下段：Ⅲ期

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／下段：Ⅲ期

ミーティングＩD ９７９ ９８８８ ８９５５    パスコード １１００００ ミーティングＩD 973 5373 5574 パスコード a50000

ミーティングＩD ９４２ ０２９５ ９９６４    パスコード １４００００

ミーティングＩD ９７２ ３９９７ ８８７１    パスコード １５００００

小５Ｈ

小５Ｄ

小５Ｅ

小６Ｄ

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ期／中段：Ⅱ期／下段：Ⅲ期

ミーティングＩD ９５２ ９９１８ ２０３９    パスコード １２００００

ミーティングＩD ９５７ ８３３０ １０８２    パスコード １３００００

クラス
第１部 第２部 第３部

(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

(注)上段：Ⅰ・Ⅳ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

ミーティングＩD ８３１ ３１０５ ３４６６    パスコード ０１００００

１ＤＥ

ミーティングＩD ９３０ ８２０６ ２０２８    パスコード １７００００

≪中１ＤＥＧ・中２ＤＥＧＫクラス≫

第Ⅱ期 第Ⅲ期

第Ⅱ期 第Ⅲ期

２Ｇ

ミーティングＩD ８５２ ４９５６ ４９８４    パスコード ０４００００

２ＤＥ

ミーティングＩD ８４１ ４８８８ ８６３６    パスコード ０３００００

第Ⅲ期

１Ｇ

ミーティングＩD ８５１ ９０４９ ５４１０    パスコード ０２００００

第Ⅱ期 第Ⅲ期

第Ⅱ期

ミーティングＩD ９１８ １８２４ ３５４７

パスコード １８００００

２Ｋ

（注) 上段：Ⅰ期／中段：Ⅱ・Ⅲ期／下段：Ⅳ期

国語 ※19:30～21:30





クラス 18:20～19:50 20:00～21:30
数学 英語

英語 数学

クラス 9:40～12:50 13:30～16:40
社会 理科

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

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

クラス 9:40～12:50 13:30～16:40
社会 理科

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

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

≪中３ＤＥＧクラス≫ 
〔Ⅰ・Ⅳ期〕

〔Ⅱ期〕

  パスコード ａ２００００

３ＤＥＧ

〔Ⅲ期〕

  パスコード ａ１００００
３ＤＥ

ミーティングＩD ９３６ ７４２５ ０９２１
  パスコード ａ２００００

３Ｇ

ミーティングＩD ９２２ ４１９７ ７０１８
  パスコード ａ１００００

ミーティングＩD ９３６ ７４２５ ０９２１

３ＤＥ

３Ｇ

ミーティングＩD ９６９ ４６１３ ５３１６
  パスコード ａ３００００

ミーティングＩD ９２２ ４１９７ ７０１８

ミーティングＩD ９３６ ７４２５ ０９２１
  パスコード ａ２００００

３ＤＥ

３Ｇ

３ＤＥＧ ミーティングＩD ９６９ ４６１３ ５３１６
  パスコード ａ３００００

ミーティングＩD ９２２ ４１９７ ７０１８
  パスコード ａ１００００



クラス 18:20～19:50 20:00～21:30

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 (13:20～14:50) 英語 数学 数学

ミーティングＩD ９１６ １１０５ ４９３８    パスコード ａ４００００

≪中３Ｋクラス≫ 
〔Ⅰ・Ⅳ期〕

〔Ⅱ・Ⅲ期〕

３Ｋ

上段：Ⅱ期／下段：Ⅲ期

  パスコード ａ４００００

３Ｋ ミーティングＩD ９１６ １１０５ ４９３８


