
　
　　■2022年6月19日

　　英進館　鴨池校

☆２学期スタートは、　９月３日（土）　以降の該当曜日です。

【小4～小6受験クラス】
学年 クラス コース 備考

/18:05～21:45 /18:05～21:45 /12:35～19:30

国算算社理 国算算社理 国算社理/テ/未

/18:05～21:00 /18:05～21:00 /13:20～17:45

国算算理 国算算社 週テ/国算社理

/18:05～21:00 /18:05～21:00 /13:20～17:45

国算算理 国算算社 Ｍテ(４科)/国算

/18:05～21:00 /18:05～21:00

国算算理 国算算社

/18:05～21:00 /18:05～21:00 /13:20～17:45

国算算理 国算算社 Ｍテ(４科)/国算

/17:20～20:15 /14:05～17:00

算/週テ/社理 国国算算

/17:20～20:15 /14:05～17:00

Ｍテ(社理)/社理 Ｍテ(国算)/国算

/14:05～17:00

国国算算

/14:05～17:00

Ｍテ(国算)/国算

【小3～小1クラス】

学年 クラス コース 備考

/14:30～17:45

国(国算)算・英

/14:50～17:45

国（国算）算・パ

/15:35～17:45

国(国算)算

/13:20～15:50

国算・英

/13:20～15:30

国算・パ

/13:20～14:45

国算

/13:20～15:50

国算・英

/13:20～15:30

国算・パ

/13:20～14:45

国算

土

土

〇未＝未来ノート記入、テ＝テストです。

＊＊＊＊＊

土

土

※オプション授業は別途
   案内文にてお知らせ
   いたします。

※週３日コース・週２日
　 コースは、選択できま
   すが、お子様の学力
   向上と理解・定着度
   把握のためにも週３
   日コースをお勧めし
　　ます。

※全員、毎月１回、土曜
　 日に「マンスリーテスト」
　　を実施します。

※週３日コースで、マンス
　　リーテストがない週の
　 土曜日は、「週確認小
   テスト」を実施します。

※レプトン英語教室は、
　 ４技能を育てるカリキ
   ュラムです。土曜
   （授業組込コース)は
　 週１日ですが、平日に
　 受講を追加されると、
   週２日での受講も可能
   です。火～金の都合の
   良い曜日をご選択下さ
   い。

※小１・２の理科実験が
　 ある週は、授業時間が
　 変更になる場合があり
　 ます。詳細はクラスメ
   ールでお知らせします。

※土曜日の授業に参加
　 できない場合は、お気
　 軽にご相談ください。

※週２日コース・週１日
　 コースは、選択できま
   すが、お子様の学力
   向上と理解・定着度
   把握のためにも週２
   日コースをお勧めし
　　ます。

※全員、毎月１回、土曜
　 日に「マンスリーテスト」
　　を実施します。

※週２日コースで、マンス
　　リーテストがない週の
　　火曜日は、「週確認小
　　テスト」を実施します。

土

木

金

金

金

金

土

＊＊＊＊＊

土

土

土
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土

土

S・A

学力UP小１

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

土

土

土

＊＊＊＊＊

土

土

小６

小５

小４

小３

小２

火

水

水

水

水

火

火

私立・国立中受験準備
【レプトン英語あり】

私立・国立中受験準備
【授業のみ】

学力ＵＰ
【レプトン英語あり】

学力ＵＰ
【授業のみ】

私立・国立中受験準備
【パズル道場あり】

土

＊＊＊＊＊

学力ＵＰ
【レプトン英語あり】

学力ＵＰ
【パズル道場あり】

小学部 ２学期（９月～12月）時間割

１日目 ２日目 ３日目

１日目(土曜)

S・A

S・A

S・A

学力UP

学力ＵＰ
【パズル道場あり】

学力ＵＰ
【授業のみ】

難関私立・地元国私立中受験

難関私立・地元国私立中受験
【3日コース】　◎テストなしの週

難関私立・地元国私立中受験
【3日コース】　◎テストありの週

難関私立・地元国私立中受験
【2日コース】　◎テストなしの週

難関私立・地元国私立中受験
【2日コース】　◎テストありの週

難関私立・地元国私立中受験
【週2日・４科】　◎テストなしの週

難関私立・地元国私立中受験
【週2日・４科】　◎テストありの週

難関私立・地元国私立中受験
【週1日・２科】　◎テストなしの週

難関私立・地元国私立中受験
【週1日・２科】　◎テストありの週

※レプトンは平日に振り替えることも可能です。

※パズル道場は平日に振り替えることも可能です。

※レプトンは平日に振り替えることも可能です。

※パズル道場は平日に振り替えることも可能です。

＊＊＊＊＊

〇パ＝パズル道場、英＝レプトンです。

※レプトンは平日に振り替えることも可能です。

※パズル道場は平日に振り替えることも可能です。

＊＊＊＊＊



※下記①、②、③の組み合わせは自由です。新大学入試に完全対応した
    カリキュラムで、お子様の高校・大学への合格を力強くバックアップします。

①学年指定/教科コース（国算英）　※単科での受講が可能です。
学年 クラス コース 備考

/17:20～18:45 /17:20～18:45 /18:50～20:15

算算 国国 英英(小6)

/17:20～18:45 /17:20～18:45 /18:50～20:15

算算 国国 英英(小5)

/17:20～18:45 /17:20～18:45 /17:20～18:45

算算 国国 英英(小4)

②Ｌｅｐｔｏｎ（レプトン）コース　※週２日コース・週１日コースを選択できます。
学年 クラス コース 備考

③思考探究教室/無学年　※曜日の振り替えが可能です。
学年 クラス コース

/18:50～20:15 /18:50～20:15

理社統合 理社統合

※上記曜日のいずれかでご参加下さい。詳細はお尋ねください。

【パズル道場】　※対象は、小1～小6になります。

　英語４技能対策

①英語４技能すべてを強化
②ＴＯＥＩＣに対応
③自分に合ったレベルからス
　 タートでき、確実な英語力
　 を身につけられます。

火・水・木・金・土（※左記の中から、都合のよい曜日でお通いできます。）

火～金　17:00～18:00(1回の受講=60分)
土　14:30～15:30/14：50～15：50(1回の受講=60分)

公立トップ高・附属中進学クラス
※英語は、1年目コース・２年目コースがございます。

公立トップ高進学クラス

金

金

水

１日目

 【諸注意】
 ①　上記時間割の他に補習授業(無料)が入る場合があります。科目の変更がある場合は、再度ご案内いたします。
 ②　質問教室を火木の16：35～18：45（火…国語中心、木…算数中心）で設けております。疑問をどんどん解決しましょう！
 ③　ＴＯＰ（公立トップ高進学クラス）は、附属中、公立中進学後、鶴丸･甲南など公立トップ高合格を見据えたクラスで、国算の基礎的内容の定着
     に加え、無学年学習の理社統合「思考探究教室」、英語教科化に合わせて大幅改訂した「小学部の英語クラス」を選択できるコースです。
     詳細は各リーフレットをご覧ください。
 ④　理科実験授業・パズル道場の内容は担当までご確認ください。
 ⑤　テスト日程や休館日は、「英進館保護者ポータルサイト　館生ＷEBスケジュール」でご確認ください。※書面での配布は行いません。
 ⑥　車でお迎えの場合、イオンショッピングセンターでの待合せをお願いします。お帰りの際に提携駐車場チケット(1H無料券)を配布いたします。
　　　当館周辺は駐停車禁止区域以外です。交通マナーの遵守にご協力下さい。
 　　※ご不明な点がございましたら、担任・担当（鴨池校　099-812-8488）までお気軽にお尋ねください。

１日目 １日目

小６
～

小４

理社
統合

主体性・表現力養成
「思考探究教室」

水

※火曜の17：20～18：00または土曜の12：35～13：15，17：50～18：30の３つのコースがあります。なお、小１～小３
は授業組込のコースでのご参加が基本です。詳細はお尋ねください。

金

＜Ａctive Ｌearning型学習＞
教材「今解き教室」の読解問題を解き、班ごとに意見

交換＆発表。最後に論文作成を行い、思考力、
表現力、コミュニケーション能力を開発します。

備考

ＴＯＰ

ＴＯＰ

金

金

２日目 ３日目

水

小６
～

小１
個別

公立トップ高進学クラス

小5

小4

小６

※週２日コース/週１日コース

※基礎を学習しながら、
　 公立中・附属中へ進学
   し、中学部で公立トップ
   高合格をめざす生徒の
   ためのクラスです。

※左記のほかに、思考探
   究教室・パズル道場・
   レプトンこども英語など
   との併用可能です。

　　　　　　　 【小４～小６ 公立トップ高・附属中進学クラス 】

ＴＯＰ 金木火


