
＜小学生　四谷＞

時間帯 月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 土

小4 16:30～18:40 統一国語 統一算数

小5Ａ（基礎） 16:30～18:40 統一算数 統一国語 統一理社

小5Ｂ（応用） 16:30～18:40 統一算数 統一国語 統一理社

小6私立 16:30～20:30 統一算数 統一国語 16:00～18:00 統一理社

小6適性Ａ（基礎） 16:30～20:30 統一算数 統一国語 16:00～18:00 統一理社

小6適性Ｂ（応用） 16:30～20:30 統一算数 統一国語 16:00～18:00 統一理社

＜中学生　テスト対策＞

月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 日

中1基礎 19:00～21:30 国・理 国・社 16:00～19:00 英・国・社 14:00～16:00 数・理

中1応用 19:00～21:30 国・理 国・社 16:00～19:00 英・国・社 14:00～16:00 数・理

中2基礎 19:00～21:30 国・社 国・理 12:30～15:30 英・国・社 16:30～18:30 数・理

中2応用 19:00～21:30 国・社 国・理 12:30～15:30 英・国・社 16:30～18:30 数・理

中3基礎 19:00～22:00 国・社 国・理 9:００～12:00 英・国・社 14:00～16:00 数・理

中3応用 19:00～22:00 国・社 国・理 9:00～12:00 英・国・社 14:00～16:00 数・理

＜高校生　考査対策＞

月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 日

高1基礎 19:30～21:30 数ⅠＡ 10:00～12:00 演習＋解説

高1応用 19:30～21:30 数ⅠＡ 10:00～12:00 演習＋解説

高2基礎 19:30～21:30 数ⅡＢ 13:00～15:00 演習＋解説

高2応用 19:30～21:30 数ⅡＢ 13:00～15:00 演習＋解説

○6/22（月）～7/12（日）テスト対策期間時間割（全教室共通）・・・教室により設定クラス、時間割が異なる場合があります。各教室時間割をご確認ください。

◆6/22（月）～28（日）

時間帯
レギュラー講座（時間帯は通常授業同様） 集中対策日（類題演習＋解説・集計）

時間帯
レギュラー講座（時間帯は通常授業同様） 集中対策日（類題演習＋解説・集計）



＜小学生　四谷＞

時間帯 月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 土

小4 16:30～18:40 国語 算数

小5Ａ（基礎） 16:30～18:40 算数 国語 算（演習）

小5Ｂ（応用） 16:30～18:40 算数 国語 算（演習）

小6私立 16:30～20:30 算理 国社 16:00～18:00 4科（発展）

小6適性Ａ（基礎） 16:30～20:30 理系 文系 16:00～18:00 4科（基礎）

小6適性Ｂ（応用） 16:30～20:30 理系 文系 16:00～18:00 4科（標準）

＜中学生　テスト対策＞

月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 日

中1基礎 19:00～21:30 国・理 国・社 16:00～19:00 英・国・社 9:30～11:30 数・理

中1応用 19:00～21:30 国・理 国・社 16:00～19:00 英・国・社 9:30～11:30 数・理

中2基礎 19:00～21:30 国・社 国・理 12:30～15:30 英・国・社 16:30～18:30 数・理

中2応用 19:00～21:30 国・社 国・理 12:30～15:30 英・国・社 16:30～18:30 数・理

中3基礎 19:00～22:00 国・社 国・理 9:００～12:00 英・国・社 9:30～11:30 数・理

中3応用 19:00～22:00 国・社 国・理 9:00～12:00 英・国・社 9:30～11:30 数・理

＜高校生　考査対策＞

月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 日

高1基礎 19:30～21:30 数ⅠＡ 10:00～12:00 演習＋解説

高1応用 19:30～21:30 数ⅠＡ 10:00～12:00 演習＋解説

高2基礎 19:30～21:30 数ⅡＢ 13:00～15:00 演習＋解説

高2応用 19:30～21:30 数ⅡＢ 13:00～15:00 演習＋解説

○6/22（月）～7/12（日）テスト対策期間時間割（全教室共通）・・・教室により設定クラス、時間割が異なる場合があります。各教室時間割をご確認ください。

◆6/29（月）～7/5（日）

時間帯
レギュラー講座（時間帯は通常授業同様） 集中対策日（類題演習＋解説・集計）

時間帯
レギュラー講座（時間帯は通常授業同様） 集中対策日（類題演習＋解説・集計）



＜小学生　四谷＞

月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 日

小4 16:30～18:40 国語 算数

小5Ａ（基礎） 16:30～18:40 算数 国語 算（演習）

小5Ｂ（応用） 16:30～18:40 算数 国語 算（演習）

小6私立 16:30～20:30 算理 国社 16:00～18:00 4科（発展）

小6適性Ａ（基礎） 16:30～20:30 理系 文系 16:00～18:00 4科（基礎）

小6適性Ｂ（応用） 16:30～20:30 理系 文系 16:00～18:00 4科（標準）

＜中学生　テスト対策＞

月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 日

中1基礎 19:00～21:30 国・理 国・社 16:00～19:00 英・国・社 14:00～16:00 数・理

中1応用 19:00～21:30 国・理 国・社 16:00～19:00 英・国・社 14:00～16:00 数・理

中2基礎 19:00～21:30 国・社 国・理 12:30～15:30 英・国・社 16:30～18:30 数・理

中2応用 19:00～21:30 国・社 国・理 12:30～15:30 英・国・社 16:30～18:30 数・理

中3基礎 19:00～22:00 国・社 国・理 9:００～12:00 英・国・社 14:00～16:00 数・理

中3応用 19:00～22:00 国・社 国・理 9:00～12:00 英・国・社 14:00～16:00 数・理

＜高校生　考査対策＞

月 火 水 木 金 時間帯 土 時間帯 日

高1基礎 19:30～21:30 数ⅠＡ 10:00～12:00 演習＋解説

高1応用 19:30～21:30 数ⅠＡ 10:00～12:00 演習＋解説

高2基礎 19:30～21:30 数ⅡＢ 13:00～15:00 演習＋解説

高2応用 19:30～21:30 数ⅡＢ 13:00～15:00 演習＋解説

○6/22（月）～7/12（日）テスト対策期間時間割（全教室共通）・・・教室により設定クラス、時間割が異なる場合があります。各教室時間割をご確認ください。

時間帯
レギュラー講座（時間帯は通常授業同様） 集中対策日（類題演習＋解説・集計）

◆7/6（月）～12（日）

時間帯
レギュラー講座（時間帯は通常授業同様） 集中対策日（類題演習＋解説・集計）

時間帯
レギュラー講座（時間帯は通常授業同様） 集中対策日（類題演習＋解説・集計）


