
12月21日現在

学年 教科 クラス 曜日 教室 授業時間帯 学年 クラス 教科 曜日 教室 授業時間帯

国語 火～金 202/204 英語 木 204 18：30～19：50

算数 火～金 202/204 木 20：10～21：10

国語 火～金 202/204 土 16：30～17：30

算数 火～金 202/204 数学 火 202 20：00～21：20

国語 火～金 202/204 英語 金 202 20：00～21：20

算数 火～金 202/204 木 20：10～21：10

国語 金 202 17：00～18：00 土 16：30～17：30

算数 木 202 17：00～18：00 数学 水 202 18：30～19：50

英語 火 204 17：00～18：00 共通 国社理 土 オンライン 18：20～21：40

英語 水 204 19：00～20：20

金 20：10～21：10

土 16：30～17：30

数学 木 202 20：00～21：20

英語 火 204 20：00～21：20

金 20：10～21：10

土 16：30～17：30

学年 教科 クラス 曜日 教室 授業時間帯 数学 金 202 18：30～19：50

英語 共通 木 301 20：00～21：40 共通 理国社 土 オンライン 18：20～21：40

数学 共通 水 202 20：00～21：40

英語 共通 火 301 20：00～21：40 英語 火 204 18：20～19：50

数学 共通 水 301 20：00～21：40 火 20：10～21：10

英語 共通 木 301 18：00～19：40 土 16：30～17：30

共通A 水 301 18：00～19：40 数学 木 202 18：20～19：50

共通Ｂ 土 301 17：30～19：10 英語 金 204 18：20～19：50

火 20：10～21：10

土 16：30～17：30

数学 金 204 20：00～21：30

英語 木 204 20：00～21：30

火 20：10～21：10

土 16：30～17：30

数学 火 202 18：20～19：50

理科 18：20～19：20

○受講上の注意 国語 19：30～20：30

社会 20：40～21：40

社会 18：20～19：20

理科 19：30～20：30

国語 20：40～21：40

S
（応用）

※高3の共通Ａと共通Ｂの数学は同じ授業です。
※この時間割は諸事情により変更する場合が
　あります。あらかじめご了承下さい。

　火曜～土曜……午後1時30分～午後9時55分

　□内履き(スリッパ等)を持参して下さい。

中３
○校舎開校時間（自習ｽﾍﾟｰｽ･あき教室等の利用可能）

高２

高１

　　　（育英センターのスリッパは来客用です。）

　　（ただし，日によっては会議等により開校時間が遅れる場合があります。

　　 なお，日曜・祝日の開校時間は職員に確認して下さい。

 　　また，授業日以外にも自習・質問OKです。すすんで活用しましょう。）

　□マスク着用で受講して下さい。

　□出入りの際は，手指の消毒をして下さい。

　□遅刻や欠席の際は，ご連絡下さい。

　□中学生は，制服または体操服で受講して下さい。
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富山育英センター黒部校 2021年 3学期時間割(案)
2022.1.11(火)～3.19(土)
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3学期行事予定

※日程は変更になる場合もあります。ご了承下さい。

1月
・正月特訓(中3・高3)
・第6回育英模試(1/9)
・3学期塾内テスト(小学・中1中2生)
・最終回育英模試(1/30)

2月
・学年末考査対策授業(中学生)

3月
・3学期塾内テスト(高校生)
・新中1・2チャレンジテスト (3/12)
・新中3模試 (3/13)
・春期講習(3/25～予定)

富山育英センター黒部校
〒938-0031黒部市三日市1275
黒部市役所斜向かい，ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ隣り

℡(0765)５６－９５００

中学生のELSTは，

E(English)L(Listening)
S(Speaking)T(Testing)

の略で各週2つから

１つお選びできます。

(各週同じ授業です)


