
2021年 夏期 中３・高校入試対策講座 時間割表   若松塾・大久保校 

 
 

 
組 

15:45 

～16:35 

16:40 

～17:30 

17:35 

～18:25 

18:30 

～19:20 

14:50  定着 

～15:40 テスト 

７月 22・木 
A 数学① 国語① 地理① 英語① 国（実力長文１）     

英（長文１、リス、暗記１） 

 

B 国語① 数学① 地理① 英語① 

C 数学① 国語① 地理① 英語① 

  23・金 
A 数学② 国語② 地理② 理科① 数（式の計算） 

社（地理１） 

 

B 国語② 数学② 理科① 地理② 

C 国語② 数学② 理科① 地理② 

  26・月 
A 数学③ 英語② 地理③ 理科② 国（実力長文２、暗記Ａ） 

英（助動詞、暗記２） 

 

B 英語② 数学③ 理科② 地理③ 

C 英語② 数学③ 理科② 地理③ 

  27・火 
A 数学④ 英語③ 地理④ 理科③ 数（平方根） 

理（電流） B 英語③ 数学④ 理科③ 地理④ 

C 英語③ 数学④ 理科③ 地理④ 

29・木 
A 国語③ 英語④ 地理⑤ 理科④ 国（俳句・短歌、暗記 B） 

英（長文２、リス、暗記３） B 英語④ 国語③ 理科④ 地理⑤ 

C 英語④ 国語③ 理科④ 地理⑤ 

30・金 
A 数学⑤ 英語⑤ 地理⑥ 理科⑤ 理（活きている地球） 

社（地理２） 

 

B 英語⑤ 数学⑤ 理科⑤ 地理⑥ 

C 英語⑤ 数学⑤ 理科⑤ 地理⑥ 

★31・土 

14:00～: 

A 理科⑥ 地理⑦ 英語⑥ 国語④ 社（地理３） 

英（現在完了、暗記４） B 英語⑥ 国語④ 理科⑥ 地理⑦ 

C 国語④ 英語⑥ 地理⑦ 理科⑥ 

８月 ２・月 
A 数学⑥ 英語⑦ 地理⑧ 理科⑦ 理（動物、人体） 

国（古典、暗記 C） 

 

B 英語⑦ 数学⑥ 理科⑦ 地理⑧ 

C 英語⑦ 数学⑥ 理科⑦ 地理⑧ 

   3・火 
A 理科⑧ 地理⑨ 英語⑧ 国語⑤ 数（方程式） 

英（長文３、リス、暗記５） 

 

B 英語⑧ 国語⑤ 理科⑧ 地理⑨ 

C 国語⑤ 英語⑧ 地理⑨ 理科⑧ 

   ５・木 
A 数学⑦ 英語⑨ 歴史① 理科⑨ 理（身のまわり、化学変化） 

社（地理４） 

 

B 英語⑨ 数学⑦ 理科⑨ 歴史① 

C 英語⑨ 数学⑦ 理科⑨ 歴史① 

   ６・金 
A 数学⑧ 国語⑥ 歴史② 理科⑩ 国（実力長文３、暗記Ｄ） 

英（比較、暗記６） 

 

B 国語⑥ 数学⑧ 理科⑩ 歴史② 

C 国語⑥ 数学⑧ 理科⑩ 歴史② 

   ★７・土 

14:00～: 

A 数学⑨ 国語⑦ 歴史③ 理科⑪ 理（磁界） 

社（歴史１） 

 

 

B 国語⑦ 数学⑨ 理科⑪ 歴史③ 

C 国語⑦ 数学⑨ 理科⑪ 歴史③ 



  16・月 
A 国語⑧ 英語⑩ 歴史④ 理科⑫ 英（受動態、リス、暗記７） 

数（関数） B 英語⑩ 国語⑧ 理科⑫ 歴史④ 

C 英語⑩ 国語⑧ 理科⑫ 歴史④ 

  17・火 
A 数学⑩ 国語⑨ 歴史⑤ 理科⑬ 社（歴史２） 

理（光・音・力） 

 

B 国語⑨ 数学⑩ 理科⑬ 歴史⑤ 

C 国語⑨ 数学⑩ 理科⑬ 歴史⑤ 

  19・木 
A 数学⑪ 英語⑪ 歴史⑥ 理科⑭ 英（不定詞・動名詞、暗記８） 

数（図形） 

 

B 英語⑪ 数学⑪ 理科⑭ 歴史⑥ 

C 英語⑪ 数学⑪ 理科⑭ 歴史⑥ 

  20・金 
A 数学⑫ 国語⑩ 歴史⑦ 理科⑮ 理（天気の変化） 

社（歴史３） 

 

B 国語⑩ 数学⑫ 理科⑮ 歴史⑦ 

C 国語⑩ 数学⑫ 理科⑮ 歴史⑦ 
 

※ ★７月 31日（土）★８月 7日（土）・・・14:00～18:30【塾バス１回目送りは 19:20】 

                      19:30～22:10の予習講座もあります。 

※ ８月９日（月）～８月 14日（土）⇒ 盆休み。 

※ 夏期講習期間中、「適度な量の塾の宿題」が５科目出ます。（「きっちり度チェック」を実施） 

※ 毎日実施される「定着テスト」は、７割未満はすべて再テスト受験となります。 

※ 欠席した科目は、必ず担当教師に相談してください。「昼間のフォローデー」や「通常通り晩 

 の補習・質問など」を受けられます。（「フォローデー」については別紙をご参照ください。） 

※ ８月 28日(土)13:30～17:30・・・「中３Ｖ模試」（夏期講習生の方は、別途申し込み必要） 

※ ８月８日(日)・８月９日(月)・・・「中３実力テスト対策講座」（別途申し込み必要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


