
発展 ＡＤ 土 20：15～21：35
高岡応用 TS 木 20：15～21：35
標準 Ｇ 水 18：55～20：15
発展 ＡＤ 土 18：45～20：05

高岡応用 TS 木 18：45～20：05
標準 Ｇ 水 20：25～21：45
共通 Ｍ 国語 火 18：35～19：35
共通 Ｍ 社会 火 19：40～20：40
共通 Ｍ 理科 火 20：45～21：45
発展 ＡＤ 土 17：05～18：25

高岡応用 TS 金 18：45～20：05
標準 Ｇ 水 20：25～21：45
発展 ＡＤ 土 18：35～19：55

高岡応用 TS 金 20：15～21：35
標準 Ｇ 水 18：55～20：15
共通 Ｍ 国語 火 19：40～20：40
共通 Ｍ 社会 火 20：45～21：45
共通 Ｍ 理科 火 18：35～19：35

　発展（高岡高校探究科等志望） ＡＤ 土 18：35～20：05
　高岡（高岡・砺波・高岡南等志望） Ｔ 金 20：15～21：45
　応用（砺波・高岡南・福岡・大門等志望） Ｓ 土 15：15～16：45
　標準（福岡・大門・新湊・氷見等志望） Ｇ 木 18：35～20：05
　発展（高岡高校探究科等志望） ＡＤ 土 20：15～21：45
　高岡（高岡・砺波・高岡南等志望） Ｔ 金 18：35～20：05
　応用（砺波・高岡南・福岡・大門等志望） Ｓ 土 16：55～18：25
　標準（福岡・大門・新湊・氷見等志望） Ｇ 木 20：15～21：45
　発展（高岡高校探究科等志望） ＡＤ 火 20：45～21：45
　高岡（高岡・砺波・高岡南等志望） Ｔ 水 19：40～20：40
　応用（砺波・高岡南・福岡・大門等志望） Ｓ 水 20：45～21：45
　標準（福岡・大門・新湊・氷見等志望） Ｇ 水 18：35～19：35
　発展（高岡高校探究科等志望） ＡＤ 火 18：35～19：35
　高岡（高岡・砺波・高岡南等志望） Ｔ 水 20：45～21：45
　応用（砺波・高岡南・福岡・大門等志望） Ｓ 水 18：35～19：35
　標準（福岡・大門・新湊・氷見等志望） Ｇ 水 19：40～20：40
　発展（高岡高校探究科等志望） ＡＤ 火 19：40～20：40 【クラス・コース説明】
　高岡（高岡・砺波・高岡南等志望） Ｔ 水 18：35～19：35 ◇　発展（ＡＤ）・・・高岡高校探究科を目指す方のクラスです。教科書内容だけでなく高度な内容を学習します。

　応用（砺波・高岡南・福岡・大門等志望） Ｓ 水 19：40～20：40 ◇　高岡（Ｔ）・・・高岡高校を目指す方のクラスです。発展的な内容にチャレンジし、高校入学後に上位を目指します。

　標準（福岡・大門・新湊・氷見等志望） Ｇ 水 20：45～21：45 ◇　応用（Ｓ）・・・砺波・高岡南高校等を目指す方のクラスです。教科書内容に基づいた、より深い授業内容・豊富な演習量を提供します。

◇　標準（Ｇ）・・・上記以外の県立高校普通科・職業科を目指す方のクラスです。教科書内容の理解と定期テストの点数アップに直結する演習を行います。

◇　英語Ｌ＆Ｓとは？・・・話す、聞くに特化した授業です。英検取得、リスニング力の強化に繋がります。自宅学習でも使えるアプリも使用可能になります。

【ELSTとは？】
英語Ｒ＆Ｗ（Reading&Writing）…読む力（reading）、書く力（writing）の強化を図る授業です。校舎の集団授業で受講いただきます。
英語Ｌ＆Ｓ（Listening&Speaking）…聞く力（listening）、話す力（speaking）の強化を図る授業です。オンライン受講です。
学習アプリ「ＥＬＳＴ」を使用します。家庭学習のサポートにもなるアプリです。

※　将来的にも力になるコンテンツです。時間が許せば、受講されることをお勧めいたします。

【校舎
開…開隆堂教科書準拠クラス(高岡市・砺波市・南砺市・富大附属など) ※　月曜、日曜、祝日は原則休校です。(開校の場合は、その都度ご連絡いたします。) ※　自習室を利用する際は、ルールを守りましょう

東…東京書籍教科書準拠クラス(射水市・富山市など) ※　自転車は、必ず施錠してください。(盗難等のトラブルには責任を負いかねます。) ※　制服または学校指定の体操服でご来塾ください。

お申込み・お問い合わせは・・・ ※　飲食のゴミは、原則お持ち帰りください。 ※　使用する教室は、階段前の掲示を確認してください。

TEL 0766-26-0072

HP http://www.toyama-ikuei.com/
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【注意】　この時間割は、校舎事情により、今後、変更する場合がありますので、ご了承願います。変更の際は、授業などを通じてお知らせ
致します。
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２学期の通常授業は、９月７日(火)からの予定です。

英語Ｒ＆Ｗ 数学 英語Ｒ＆Ｗ 数学 英語Ｒ＆Ｗ
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Ｍ（共通） Ｍ（共通） AD（発展）
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時間帯 ２０２１年度　高岡本部校中学部　２学期時間割【予定】
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富山育英センター高岡本部校

8月24日更新

中３(詳細下記)
英語Ｌ＆Ｓ

ＥＬＳＴ時間割　中１　開…木20:10～21:10 or 土16:30～17:30
　　　　　　　　 　中１　東…木19:00～20:00 or 土16:30～17:30
　　　　　　　　 　中２　開…金20:10～21:10 or 土16:30～17:30
　　　　　　　　 　中２　東…金19:00～20:00 or 土16:30～17:30
　　　　　　　　 　中３　開…火20:10～21:10 or 土16:30～17:30
　　　　　　　　 　中３　東…火19:00～20:00 or 土16:30～17:30

数学

中２(詳細下記)
英語Ｌ＆Ｓ

中１(詳細下記)
英語Ｌ＆Ｓ

中１

G（標準）

数学

中２

AD（発展）

中１


