
 

 

 

 

附属中 葵中 甲山中

1月7日 月 13:00-22:00 カレテ 16:00 -17:10 カレテ 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15

1月8日 火 13:00-22:00 カレテ 16:20 -17:30 カレテ 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15 ○

1月9日 水 13:00-22:00 カレテ 16:00 -17:00 カレテ 17:10 -19:10 ○ 通常授業

1月10日 木 13:00-22:00 ○ ○ ☆英数個別

1月11日 金 13:00-22:00 ○ ○ ☆英数個別

1月12日 土

1月13日 日 13:00-22:00 ○ ○

1月14日 月 13:00-22:00 通常 16:00 -17:10 通常 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15 ○ ○

1月15日 火 13:00-22:00 通常 16:20 -17:30 通常 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15 ○テスト ○

1月16日 水 13:00-22:00 通常 16:00 -17:00 通常 17:10 -19:10 ○テスト ○ ○

1月17日 木 13:00-22:00 テスト ○テスト ○

1月18日 金 13:00-22:00 ○テスト ○

1月19日 土

1月20日 日 13:00-22:00 ○ ○

1月21日 月 13:00-22:00 通常 16:00 -17:10 通常 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15 ○ ○

1月22日 火 13:00-22:00 通常 16:20 -17:30 通常 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15 テスト ○

1月23日 水 14:30-22:00 通常 16:00 -17:00 通常 17:10 -19:10 ○テスト

1月24日 木 13:00-22:00 ○テスト

1月25日 金 13:00-22:00 テスト

1月26日 土

1月27日 日 12:45-21:40
入試

対策

1月28日 月 13:00-22:00 通常 16:00 -17:10 通常 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15

1月29日 火 13:00-22:00 通常 16:20 -17:30 通常 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15

1月30日 水 13:00-22:00 通常 16:00 -17:00 通常 17:10 -19:10 通常

1月31日 木 13:00-22:00

2月1日 金 13:00-22:00

2月2日 土

模試

入試

対策

2月4日 月 13:00-22:00 通常 16:00 -17:10 通常 17:20 -19:10 通常 19:20-22:15

2月5日 火 13:00-22:00 通常 16:20 -17:30 通常 17:40 -19:10 通常 19:20-22:15

2月6日 水 13:00-22:00 通常 16:00 -17:00 通常 17:10 -19:10 通常

小4

【金曜】英数個別 19:20-21:55【金曜】個別実力演習はありません。　※カレッジテスト不合格者のみ補習

【木曜】個別実力演習はありません。　※カレッジテスト不合格者のみ補習

中3
小5 小6 中1

カレッジテスト

19:20-22:15

中2

2019学習塾カレッジ 1月～2月上旬スケジュール

月日
自習室開放時間

（開校時間）
小1 小2 小3

【木曜】英数個別 19:20-21:55

※小学生個別実力演習・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。

【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

19:20-22:15

【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

【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

☆英数個別

☆英数個別

19:20-22:15

17:40-21:40

定休日

定休日

　　　　自習室利用できません。

定休日

　　　　自習室利用できません。

【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

通常授業

　　　　自習室利用できません。
13:00-17:00

17:40-21:40

【木曜】英数個別 19:20-21:55

【金曜】英数個別 19:20-21:55

2月3日 日 12:45-21:40 　　　　自習室利用できません。

定休日

13:00-17:10

【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


