
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自習室開放時間

（開校時間）

3月5日 月 13:00-22:00 通常 16:00 -17:10 通常 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15

3月6日 火 13:00-22:00 通常 16:20 -17:30 通常 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15

3月7日 水 13:00-22:00 通常 16:00 -17:00 通常 17:10 -19:10 通常 19:20-22:15

3月8日 木 13:00-22:00

3月9日 金 13:00-22:00

3月10日 土

3月11日 日

3月12日 月 13:00-22:00 通常 16:00 -17:10 通常 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15

3月13日 火 13:00-22:00 通常 16:20 -17:30 通常 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15

3月14日 水 13:00-22:00 通常 16:00 -17:00 通常 17:10 -19:10 通常 19:20-22:15

3月15日 木 13:00-22:00

3月16日 金 13:00-22:00

3月17日 土

3月18日 日

3月19日 月 10:00-22:00 通常 16:00 -17:10 通常 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15

3月20日 火 10:00-22:00 通常 16:20 -17:30 通常 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15

3月21日 水 10:00-22:00 通常 16:00 -17:00 通常 17:10 -19:10 通常 19:20-22:15

3月22日 木 10:00-22:00

3月23日 金 10:00-22:00

3月24日 土

3月25日 日

3月26日 月 9:00-22:00 春期 10:30－12:00 春期 13:45－15:45 春期 16:00－18:30 春期 19:30－22:00

3月27日 火 9:00-22:00 春期 10:30－12:00 春期 13:45－15:45 春期 16:00－18:30 春期 19:30－22:00

3月28日 水 9:00-22:00 春期 10:30－12:00 春期 13:45－15:45 春期 16:00－18:30 春期 19:30－22:00

3月29日 木 9:00-22:00 春期 10:30－12:00 春期 13:45－15:45 春期 16:00－18:30 春期 19:30－22:00

3月30日 金 9:00-22:00 春期 10:30－12:00 春期 13:45－15:45 春期 16:00－18:30 春期 19:30－22:00

3月31日 土

4月1日 日

4月2日 月 9:00-22:00 春期 10:30－12:00 春期 13:45－15:45 春期 16:00－18:30 春期 19:30－22:00

4月3日 火 9:00-22:00 春期 10:30－12:00 春期 13:45－15:45 春期 16:00－18:30 春期 19:30－22:00

4月4日 水 9:00-22:00 春期 10:30－12:00 春期 13:45－15:45 春期 16:00－18:30 春期 19:30－22:00

4月5日 木

4月6日 金

4月7日 土

4月8日 日

4月9日 月 13:00-22:00 通常 16:00 -17:10 通常 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15

4月10日 火 13:00-22:00 通常 16:20 -17:30 通常 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15

4月11日 水 13:00-22:00 通常 16:00 -17:00 通常 17:10 -19:10 通常 19:20-22:15

4月12日 木 13:00-22:00

4月13日 金 13:00-22:00

※通常期間の月・火・水は、22:15まで授業を行っておりますが、自習室開放は、22:00までとなりますので、上記のような表記となります。

2018学習塾カレッジ 3月～4月中旬スケジュール

月日 新小4新小3新小2新小1

定休日

※小学生個別実力演習（本科コース）・中学生英数個別は、木・金曜日のうち、あらかじめ選択していただいている曜日で受講してください。

新小6新小5

【木曜】個別実力演習 15:00-19:10の間　※小1：100分  小2-3：110分  小4-5：120分  小6：130分

【金曜】個別実力演習 15:00-19:10の間　※小1：100分  小2-3：110分  小4-5：120分  小6：130分

定休日

定休日

新中1 新中2 新中3

定休日

定休日

【木曜】英数個別 19:20-21:55

【金曜】英数個別 19:20-21:55

【木曜】英数個別 19:20-21:55

【金曜】英数個別 19:20-21:55

定休日

定休日

【金曜】個別実力演習 15:00-19:10の間　※小1：100分  小2-3：110分  小4-5：120分  小6：130分

【木曜】個別実力演習 15:00-19:10の間　※小1：100分  小2-3：110分  小4-5：120分  小6：130分

【木曜】英数個別 19:20-21:55

【金曜】英数個別 19:20-21:55

定休日

【木曜】個別実力演習 15:00-19:10の間　※小1：100分  小2-3：110分  小4-5：120分  小6：130分

【金曜】個別実力演習 15:00-19:10の間　※小1：100分  小2-3：110分  小4-5：120分  小6：130分

特別休校

特別休校

定休日

定休日

【木曜】個別実力演習 15:00-19:10の間　※小1：100分  小2-3：110分  小4-5：120分  小6：130分 【木曜】英数個別 19:20-21:55

【金曜】個別実力演習 15:00-19:10の間　※小1：100分  小2-3：110分  小4-5：120分  小6：130分 【金曜】英数個別 19:20-21:55
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