
■

クラス

-

■

クラス 12/26(月) 12/27(火) 12/28(水) 12/29(木) 1/4(水) 1/5(木)

- 14:30-16:00 14:30-16:00 14:30-16:00

- 16:10-17:40 16:10-17:40 16:10-17:40

■

クラス

-

■

12/26(月) 12/27(火) 12/28(水) 12/29(木) 1/4(水) 1/5(木)

- 12:50-14:20 12:50-14:20

　　　※ご参加いただくクラスについては、校舎よりご連絡させていただきます。

　　　※小6の1/2(月)・3(火)は「スパートゼミ」があります。

学年

Ｋクラス

12:50-16:00

　12/26(月)～28(水)  9:00-12:10

Ｂ日程

北山田校 小学部

　　　※「校舎での対面授業」のみとなります。

小学部｜公立中学進学コース～まなび道場

理科・社会・算数・国語

国語・算数・理科・社会

学年

小学部｜中学受験コース

科目

　12/26(月)・27(火)

　12/26(月)～28(水) 10:40-17:40

2022冬期講習　時間割

　12/26(月)～28(水)

Ｆクラス

 9:20-11:50

小１～小６

科目

国語・算数・理科 12:50-17:40

学年

　12/26(月)～28(水) 16:10-17:40小６ 算数・国語

日程 時間

Ｆクラス

Ｃ日程
クラス

Ａ日程

　1/4(水)・5(木)

　　　※「校舎での対面授業」のみとなります。以下のＡ～Ｃ日程よりお選びいただけます。

日程 時間

　　　※「校舎での対面授業」のみとなります。

　　　※英語の受講をご希望の場合は同ページの「小学英語YOM-TOX」時間枠よりご都合のよい時間帯をお選びください。

　　　※「校舎での対面授業」のみとなります。以下の日程より、３日間お選びいただけます。

　　　※英語の受講をご希望の場合は同ページの「小学英語YOM-TOX」時間枠よりご都合のよい時間帯をお選びください。

小３～小６

　12/29(木)・1/4(水)・5(木)

社会・理科・国語・算数

算数・国語・社会・理科  9:00-16:00

10:40-17:40

小学部｜トップ校特進コース

国語・算数小３

小４
算数・国語

学年

小学部｜ことばの学校/小学英語YOM-TOX

　12/29(木)・1/4(水)・5(木)

　12/26(月)～28(水)

小６
　12/29(木)・1/4(水)・5(木)  9:00-16:00

算数・国語・社会 12:50-17:40
小５

Ｆクラス
社会・理科

算数 国語

算数 国語 理科 社会

算数 国語 理科 社会

算数 国語 理科 社会

小３受講科目

小４受講科目

小５受講科目

小６受講科目

授業日程 全3日間 受講科目 算数(さんすうタイム)＋国語(ことばタイム)

算数 国語授業日程 全3日間 受講科目

授業時間 1講座：90分×2日 受講科目 ことばの学校 小学英語YOM-TOX



■

12/26(月) 12/27(火) 12/28(水) 12/29(木) 1/4(水) 1/5(木)

-

-

-

-

-

- ⑥20:00-21:30

⑤18:20-19:50

⑥20:00-21:30

学年
Ｂ日程 Ｃ日程

①10:40-12:10

②12:50-14:20

③14:30-16:00

④16:10-17:40

①10:40-12:10

②12:50-14:20

④16:10-17:40

⑤18:20-19:50

③14:30-16:00

全学年｜個別学習コース

　　　※１対１個別授業となります。「対面授業」と「オンライン在宅受講」が選べます。

クラス
Ａ日程

小１～小６

⑤18:20-19:50

⑥20:00-21:30

①10:40-12:10

②12:50-14:20

③14:30-16:00

④16:10-17:40

　　　※以下のＡ～Ｃ日程よりお選びいただけます。

受講科目 ご希望の科目授業時間 1講座：90分×2日



■

クラス

-

■

12/26(月) 12/27(火) 12/28(水) 12/29(木) 1/4(水) 1/5(木)

-

-

-

-

-

-

①10:40-12:10 ①10:40-12:10 ①10:40-12:10

中１～中３

②12:50-14:20 ②12:50-14:20 ②12:50-14:20

③14:30-16:00 ③14:30-16:00

⑤18:20-19:50 ⑤18:20-19:50 ⑤18:20-19:50

⑥20:00-21:30 ⑥20:00-21:30 ⑥20:00-21:30

　12/29(木)・1/4(水)・5(木) 14:30-17:40

選択
単科

【国語】古文過去問演習ゼミ 　12/26(月)～28(水) 16:10-17:40

Ｃ日程

③14:30-16:00

【社会】公民ラストスパートゼミ 　12/26(月)～28(水) 18:20-19:50

全学年｜個別学習コース

　12/29(木)・1/4(水)・5(木)

学年 クラス
Ａ日程 Ｂ日程

　　　※以下のＡ～Ｃ日程よりお選びいただけます。

④16:10-17:40 ④16:10-17:40 ④16:10-17:40

-
数学・英語・国語 　12/26(月)～28(水) 12:50-16:00

理科・社会

　　　※１対１個別授業となります。「対面授業」と「オンライン在宅受講」が選べます。

【理科】理科ラストスパートゼミ 　12/29(木)・1/4(水)・5(木) 12:50-14:20

18:20-19:50

　※中3選択単科は、オプション講座となりますので別途お申込みが必要となります。

中３

【数学】入試空間図形攻略ゼミ

学年 科目 日程 時間

英語・数学

北山田校 中学部

中学部｜高校受験コース

　　　※「校舎での対面授業」のみとなります。

中２ -
数学・英語

2022冬期講習　時間割

　12/26(月)～28(水) 18:20-21:30

国語・社会・理科 　12/29(木)・1/4(水)・5(木) 18:20-21:30

中１ 　12/29(木)・1/4(水)・5(木) 18:20-20:45

数学 英語

数学 英語 国語 理科 社会

数学 英語 国語 理科 社会

中1受講科目

中2受講科目

中3受講科目

授業時間 1講座：90分×2日 受講科目 ご希望の科目



■

クラス

-

■

■

12/26(月) 12/27(火) 12/28(水) 12/29(木) 1/4(水) 1/5(木)

-

-

-

-

-

-

②12:50-14:20 ②12:50-14:20 ②12:50-14:20

高１～高卒生｜個別学習コース

　　　※１対１個別授業となります。「対面授業」と「オンライン在宅受講」が選べます。

Ａ日程 Ｂ日程 Ｃ日程
学年 クラス

高１～高卒生
③14:30-16:00 ③14:30-16:00 ③14:30-16:00

④16:10-17:40 ④16:10-17:40 ④16:10-17:40

⑤18:20-19:50 ⑤18:20-19:50 ⑤18:20-19:50

⑥20:00-21:30 ⑥20:00-21:30 ⑥20:00-21:30

①10:40-12:10 ①10:40-12:10 ①10:40-12:10

　　　※映像授業のため校舎でもご自宅でも受講可能です。

学年

高１～高卒生

日程

※自分に合ったペースで、スケジュールを立てられます。

　　　※以下のＡ～Ｃ日程よりお選びいただけます。

高１～高卒生｜代ゼミサテラインコース

北山田校 2022冬期講習　時間割 高等部

高１｜大学受験コース（英検取得ゼミ）

　　　※「校舎での対面授業」のみとなります。

学年

高１

科目 日程

英語 　12/29(木)・1/4(水)・5(木)

時間

20:00-21:30

授業時間 1講座：90分×2日 受講科目 ご希望の科目

授業時間 90分×3日 受講科目 英語(集団授業)


