
作成

学年

授業開始時刻

開校時間帯 授業終了時刻

4 日 自習室使用不可 中３第５回育英模試

２学期通常授業終了

18 日 11:00～17:00 ※１　講習オリエンテーション（全学年）

19 月 自習不可 校舎休校日

20 火 14:00～20:00 育英模試進学相談会17：00～20：00

21 水 14:00～20:00 講習オリエンテーション予備（17：00～20：00）

22 木 13:00～20:00

23 金 13:30～21:45 英① 社① 社① 英①

24 土 数① 国① 数① 国① 国① 数① 国① 数① 理① 英② 英② 理①

25 日 数② 英① 数② 英① 英① 数② 英① 数② 国① 数① 数① 国①

26 月 自習不可 校舎休校日

27 火 国② 英② 国② 英② 英② 国② 英② 国② 理② 数② 数② 理②

28 水 数③ 英③ 数③ 英③ 英③ 数③ 英③ 数③ 国② 数③ 数③ 国②

29 木 実力テスト(小学生，中１，中２） 社② 英③ 社② 英③

30 金 12:30～21:30 数④ 英④ 数④ 英④ 英④ 数④ 英④ 数④

31 土 ※２　大晦日特訓（中３）

1 日

2 振祝

3 火 ※２　正月特訓（中３）

4 水 12:30～21:45 国③ 英⑤ 国③ 英⑤ 英⑤ 国③ 英⑤ 国③ 理③ 社③ 社③ 理③

5 木 13:30～21:30 国③ 数④ 数④ 国③

6 金 13:30～21:30 数⑤ 国④ 数⑤ 国④ 国④ 数⑤ 国④ 数⑤

7 土 11:30～17:30 冬期講習保護者会

8 日 模試実施
一部高校志望校別会場

中３ 第６回育英模試

9 月 閉校 校舎休校日

10 火 13:15～22：00 ３学期通常授業開始

29 日 自習室使用不可 中３　最終回育英模試

12:30～21:45

育英センター　３学期　通常授業開始

第６回　育英模試

16:50

冬期講習　保護者会　（塾生（中３以外）、講習生が対象です）11：40～17：20

講習オリエンテーション
11：20～12：20

テスト
17:00～19：00

第５回　育英模試

模試進学相談会
13：40～17：00

（応用） (標準)

ＴＳ

(標準)

ＭＧ ＴＳ

中学３年

18:2013:00

テスト

講習オリエンテーション
（15：20～16：50）

模試進学相談会
17：00～20：00

ＴＳＭＧ

19:10

教科書

英語

育英センター　２学期　通常授業終了

14:30 14:30 21:20

（応用）

19:10

講習オリエンテーション
13：00～15：00

クラス

14:40

19:00

（応用） (標準)

中３　育英模試進学相談会13：40～17：00

ＭＧ

中学１年 中学２年

12
月

大晦日特訓
（別途申込み制）

18:20

17 土 13:30～22：00

17:50 21:30

2022年10月20日

1
月

大晦日特訓
（別途申込み制）

算数

国語

最終回　育英模試

日付 曜日

学年
混合

17:50

16:2013:00

英語

（校舎閉校期間）

テスト

国語

算数

国語

17:50 21:20 21:30

講習オリエンテーション予備日　17：00～20：00

小学3～5年 小学６年

算数
12:30～21:45

16:50

算数 国語

16:20

19:00

テスト
19：10～21：10
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高岡市中曽根476
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★教室・集団授業
学校と同じ「黒板」を使い，教師からの発問や生徒からの
質問もできる，文字と演習だけじゃない生徒と教師が授業
を作る双方向型授業です！

★学習スペース・自習補助
冬期講習申込したと同時に自習室と備え付けの教材が利

用できます。開校時間であれば自由に使えるため，自習・

課題のために是非ご利用下さい。

●講習授業内容
各学年，現在の学年内容を専用テキストと教師の解説+講

義で勉強します。教師が生徒たちの様子を確認し，習熟度

チェックや質問対応も行います！

◇小学生・・・国語と算数の漢字，計算などの基礎学力
から文章題まどの応用問題までコツをおさえつつ演習しま

す。小６生は英語の授業も受講できます！

◇中学生・・・今習っている内容にかかわる既習内容も
含め，基礎内容からテストで出されたことがある内容まで

演習します。中３生は受験対策のため，入試レベルの問題

←8:30～13:00(高岡本部校)←8:30～13:00(高岡本部校)←8:30～13:00(高岡本部校)

～ご確認ください～
◇マスクの着用及び校舎の出入りの際は必ず手指消毒

を

お願いします。
◇中学生は，学校の制服・体操服を着用ください。
部活動で使うジャンバーなど薄めのアウターを着

る
のは構いません。

◇講習オリエンテーションは，講習を初めて受講
する外生が対象です。

※1 冬期講習オリエンテーション
【対象】 講習を受講される講習生(外生)
※塾生は，参加する必要はありません。

【持ち物】 内履き，バッグ（配布されるテキストを入れます）

【日程】
小学生…個別オリエンテーション 12/18（日）11：20～12：20

中１・中２…個別オリエンテーション 12/18（日） 15：20～16：50

中３…個別オリエンテーション 12/18(日)13：00～15：00

上記時間帯で、お一人様10～15分程度。先着順とさせていただきます。
したがいまして、お待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。
上記日時が難しい場合は、12/21（水）17：00～20：00で個別に対応いたします。
中３生で第５回育英模試を受験された方は「模試進学相談会」時でも行います。

※２ 中３ 大晦日・正月特
訓
◇別途，申し込み・受講料が必要で
す。
【日程】 12/31（土），1/３(火)
【会場】 富山本部校，高岡本部校
志望する高校によって，実施校舎・

※３ 冬期講習保護者会（講習
生対象）
詳細については，講習オリエンテーションに
て「保護者会の案内」を配布します。

【日程】 １/7（土）

【対象】 小学３～６年生の講習生，
中学生の講習生

◇小３～中２塾生は今回は致しません。

◇中３塾生は，第６回育英模試の進学相

23日（金）

のみ

23日（金）

のみ

23日（金）

のみ


