
【幼児部・小１・小２】※教室は１階です。 【幼児部　オプションコース】※教室は２階です。 【高校部】※授業は１階，自習室は２階です。
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【小学部(小３～小６)】※教室は２階です。
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【曜日別時間割】 ◇教室は，下足箱の横の教室案内掲示で確認してください。 【オンライン曜日別時間割】 【個別指導・家庭教師】　（富山駅前校・高岡駅南校）

076-431-6881にお問い合わせください。
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本科：学年混合　新小３～新小５ 算数

学年 クラス

13：30～14：30

新年中
～新小２

のびのびイングリッシュＡ

英会話

のびのびイングリッシュＣ

2023/3/14

※今後，変更になる場合もあります。ご了承ください。新学年でご確認ください。

学年 科目 曜日

18：50～20：10

13：35～14：35 20：20～21：40

科目 曜日 時間帯 ｉ－Ｖｅｒｉｔａｓ（大学受験映像コース）

14：50～15：50 時間帯① 時間帯②

新年長 玉井式国語的算数教室 17：10～18：10 16：00～17：00 のびのびイングリッシュＢ

新年中 かず・かたち・ことば

新小２ 玉井式国語的算数教室 18：20～19：20 17：15～18：15

新小１ 玉井式国語的算数教室 16：00～17：00 14：45～15：45 16：05～17：05

17：30～18：30 国語 17：30～18：30

本科：新小６ 算数 17：30～18：30 国語 17：30～18：30 英語 17：30～18：30

学年混合　新小３～新小６
QUREO
プログラ
ミング

金 17：30～18：30

学年
      　 教科
 クラス

数学 英語（Ｒ＆Ｗ）
※校舎での集団授業

国語 社会 理科

時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯

新中１

【中学部】※教室は２階です。
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標準 18：50～20：10 20：15～21：35
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応用 20：15～21：35 18：50～20：10 （オンライン） （オンライン） （オンライン）

新中３
標準 18：40～20：10 20：15～21：45 19：40～20：40 20：45～21：45 18：35～19：35

応用 20：15～21：45 20：15～21：45 20：45～21：45 18：35～19：35 19：40～20：40
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新小６
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17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 18:20 18:20 新中１

新小３ 新小３ 新小６ 小学生 新小６ 新中１ 新中２ オンライン

～新小５ ～新小５ QUREO オンライン オンライン 英語

国語 算数 算数 プログラミング

18:30

国語 国語 国語 Ｌ＆Ｓ

18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 新中１ 新中２

18:35 18:35 オンライン オンライン 新中２

新中３ 新中３ 18:50 18:50 18:50 18:40 社会 社会 オンライン

ＴＳ ＭＧ 新中２ 新中２ 新中１ 新中３ 新中１ 新中２ 英語

社会 理科 ＭＧ ＴＳ 共通 ＭＧ オンライン オンライン Ｌ＆Ｓ

新中３ 新中３ 数学 英語 数学 数学 理科 理科

ＴＳ ＭＧ 20:10 20:10 20:10 20:10 21:40 21:40 新中３

理科 国語 20:15 20:15 20:15 20:15 オンライン

新中３ 新中３ 新中２ 新中３ 新中２

ＴＳ ＭＧ ＴＳ ＴＳ

新中３ 英語

ＭＧ ＴＳ

21:35 21:45

Ｌ＆Ｓ

国語 社会 数学 英語 英語 数学 オンライン授業のＩＤ・パスコードは，
個別にお伝えします。21:45 21:45 21:35 21:4521:45

《中学生の英語Ｒ＆Ｗ・数学のクラスについて》
ＭＧ…射水市採択の教科書に基づき，「学校の授業がわかる」ことを目的とし
て進めていくクラスです。学校の定期テストへの対策を重視して，内申点アッ
プを目指します。高校入試では，県立高校合格を目指します。

ＴＳ…進度としては，教科書準拠にとらわれず，多岐にわたる問題・教材に取

り組みます。高校入試では，御三家高校(富山中部，高岡，富山)への合格を目指

します。また，高校に合格するための力だけではなく，高校進学後の高校の授

業に対応できる応用力を身につけることを目指します。

● お申込み・お問い合わせは ●

IKUEI 富山育英センター小杉校

〒939-0341 射水市三ヶ2582-1

TEL 0766-56-4666
ＨＰ http://www.toyama-ikuei.com/

《英語Ｒ＆Ｗ，Ｌ＆Ｓについて》
Ｒ＆Ｗ…読む力，書く力の強化を図る授業です。
校舎での集団授業です。

Ｌ＆Ｓ…聞く力，話す力の強化を図る授業です。
オンラインでご自宅で受講する講座です。
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。

☆Ａ…年中～年長対象/Ｂ…年長～小１対象/Ｃ…小１～小２対象 です。


