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2020年度 中３　３ヶ月追い込み講座（冬期講習）　日程表 若松塾　西鈴校 【講習生用】

★第１ターム（12月1日 ～ 12月22日） ★第２ターム（12月23日 ～ １月５日） ★第３ターム（1月6日 ～ 2月９日） ★第４ーム（2月10日 ～ 2月2６日）

12月2日 英・理・数 数・国・理 12月24日 数・国・社

３Ｂ

12月1日 英・理・社 12月23日 英・国・社 数・理・英 1月6日 数・英・国

備考 ３Ａ ３Ｂ ３Ａ３Ａ

1月7日 国・社・社 理・理・国

理・数・数
2月10日 (水)

私立高校入試

1月8日 2月11日12月3日 数・英・国 12月25日 冬期講習②　14：30～19：00 夜授業なし

1月9日 英・数・理 数・英・社 2月12日12月4日 12月26日 冬期講習③　12：30～17：00 夜授業なし

1月10日 第３回　兵庫Ｖもし ※ 要申込 2月13日 英・社・理 数・社・英

12月6日 12月28日 冬期講習④　12：30～17：00

12月5日 数・英・国 英・数・社 12月27日

夜授業なし 1月11日 2月14日

12月8日 数・理・社 12月30日 年末特訓②　10：00～16：00 要申込 1月13日 2月16日 数・理・社

12月7日 12月29日 年末特訓①　10：00～16：00 要申込 1月12日 数・理・社

数・社・理 12月29日(火) ～ 1月4日(月)　年末年始休講 1月14日 数・英・国 2月17日 理・英・国

2月15日

社・理・理

12月10日 数・英・国 1月5日 冬期講習⑤　12：30～17：00 社・英・国

12月11日 1月16日 英・国・数 数・社・英 2月19日

夜授業なし 1月15日 2月18日

12月9日 英・国・数

12月12日 (土)
2月20日 国・社・数 数・社・国

数・英・国 英・数・社 1月18日 2月21日

中３ 一問一答 理社1000題 ※ 要申込 ◆12月19日(土)・26日(土)・1月５日(火)は夜の通常授業が
　ございません。

1月17日

12月14日 1月20日 英・国・数 理・数・国 2月23日

12月13日 ◆12月29日(日)・30日(月)は「年末特訓」(オンライン)がございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(有料・要申込)

1月19日 数・理・社 2月22日

12月15日 数・理・社 1月21日 数・英・国 2月24日 理・数・英 英・社・数

2月25日

12月17日 数・英・国 ≪冬期講習　時間割≫ 1月23日 英・国・数 理・社・英

12月16日 英・国・数 社・理・理 1月22日

2月26日

12月18日 12:00 12:30 13:25 2月27日

～16:05 ～17:00 1月25日 2月28日
12月19日 (土)

冬期講習①　12：00～17：00 ～12:25 ～13:20 ～14:15 ～15:10

14:20 15:15 16:10 1月24日

夜授業なし 12/19 HR 英語 数学 国語 理科 社会 1月26日 数・理・社

12月20日 (土) HR 数学 英語

◆都合により、曜日・科目を変更させていただく
　場合がございます。あらかじめご了承ください。12月22日 数・理・社 ～15:20 ～16:15

◆今年度の通常授業は2月24日(水)が最終日です。

12月21日

12/25

12/25(金)は
時間帯が

異なります

14:30 15:25 16:20 17:15

理科 社会 国語 1月27日 英・国・数 理・数・英

～17:10 ～18:05 ～19:00 1月29日

18:10 1月28日 数・英・国

理科 1月30日 英・国・数 数・社・英
◆今年度の入試日程
　・高専(推薦)　　　　　　　1月23日(土)
　・私立(学力検査)　　　　　2月10日(水)
　・高専(学力検査)　　　　　2月21日(日)
　・公立(推薦・特色)　　　　2月16日(火)
　　　⇒(合格発表)　　　　　2月21日((日)
　・公立(学力検査)　　　　　3月12日(金)
　　　⇒(合格発表)　　　　　3月19日(金)

◆ Ａ組(火・水・土)　Ｂ組(水・木・土)です。 数学 英語 理科

(金) 英語 数学 国語 社会

国語 社会 1月31日

◆授業時間帯：19：20-22：00
　 (土曜日のみ 16：30-19：10　となります。)

12/26 英語 数学 国語 理科 社会 2月1日

(土) 数学 英語 理科

国語 理科 社会 2月3日 英・英・数 数・数・理

国語 社会 2月2日 数・理・社

社会 2月4日 数・英・国

1/5 英語 数学 国語 社会

(月) 数学 英語 理科 国語

理科 2月5日
◆１月・２月　高校入試直前特訓　前期・後期
　がございます。(希望者・有料)
　詳細は後日、別紙にてご案内致します。

(火) 数学 英語 理科 国語 社会 2月6日 数・数・英 英・国・数

◆12月12日(土)の時間割
　中３ 一問一答 理社1000題を実施致します(申込者)。
　時間は、16：30 ～ 19：10です。

　理社1000題実施後、
　19：20～22：00で通常授業がございます。
　お子様にお食事をお持たせください。

◆開始時刻は、12/19(土)：12：00　12/25(金)：14：30
　12/26(土)・28(月)・1/5(火)：12：30　となります。

2月7日

◆1月10日(日)
　第３回兵庫Ｖもしがございます。
　詳細は、後日別紙にてご案内致します。
　1月10日(日)のＶもしは、今年度最後のＶもしです。
　しっかり運日をして、臨みましょう。

12/28 英語 数学

2月8日

2月9日

ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
若松塾　西鈴校　℡：078-596-1919


