
                                 2014 年 7月 17日（木）作成 

 

個人別夏期スケジュール案 
 
 

7月度第 4週+夏期第 1週 月・祝 火 水 木 金 
中高生 小学生 7月 21日 22日 23日 24日 25日 

 8：40～ 9：50  8：45～ 9：45 ○★理科①  ○★理科②  ○★英語① 
10：00～11：10 10：05～11：05 ○★国語①  ○★社会②  ○★数学① 
11：20～12：30 11：25～12：25   ○★国語② 

便テ 206～207 
  

16：40～17：50 16：45～17：45 ○   ○ ○ 
18：00～19：10 18：05～19：05 ○   ○ ○ 
19：30～20：40 19：35～20：35 △数学 △【自習】  △理科 △ 
20：50～22：00 20：55～21：55 △★社会① △社会  △英語 △ 

備 考      
 

8月度第 1週+夏期第 2週 月 火 水 木 金 
中高生 小学生 7月 28日 29日 30日 31日 8月 1日 

 8：40～ 9：50  8：45～ 9：45 ○★英語②  ○★英語③  ○★英語④ 
10：00～11：10 10：05～11：05 ○★理科③  ○★数学②   ○★社会③ 
11：20～12：30 11：25～12：25   ○★国語③ 

便テ 208～209 
  

16：40～17：50 16：45～17：45 ○ ○  ○ ○ 
18：00～19：10 18：05～19：05 ○ ○  ○★社会④ ○ 
19：30～20：40 19：35～20：35 △数学 △【自習】  △理科 △ 
20：50～22：00 20：55～21：55 △【自習】 △社会  △英語 △ 

備 考（学校宿題点検・解き直し・覚え直し） 

トサｐ2～5 
単完マｐ1 
表紙裏～ｐ7 
総整理 p4～6 
ｐ46～49 

ｐ6～13 トサｐ6～9 
単完マｐ2 
ｐ50～53 
ｐ2～9 

ｐ8～13 
総整理 p7～9 
トサｐ10～13 
単完マｐ3 
ｐ14～21 

トサｐ14～17 
単完マｐ4 
ｐ22～29 

 
8月度第 2週+夏期第 3週 月 火 水 木 金 

中高生 小学生 8月 4日 5日 6日 7 日 8日 
 8：40～ 9：50  8：45～ 9：45 ○★英語⑤  ○  ○★英語⑥ 
10：00～11：10 10：05～11：05 ○★数学③  ○  ○★数学⑤ 
11：20～12：30 11：25～12：25   ○   
16：40～17：50 16：45～17：45 ○ ○★国語④ 

便テ 210 
 ○ ○ 

18：00～19：10 18：05～19：05 ○ ○★理科④  ○★数学④ ○ 
19：30～20：40 19：35～20：35 △数学 △【自習】  △理科 △★理科⑤ 
20：50～22：00 20：55～21：55 △【自習】 △社会  △英語 △【自習】 

備 考（学校宿題点検・解き直し・覚え直し） 

トサｐ18～19 
単完マｐ5～7 
ｐ54～57 

ｐ10～17 
ｐ14～19 

総整理 p50～52 
ｐ30～37 

 ｐ58～61 
ｐ20～25 

総整理 p53～55 
トサｐ20～21 
単完マｐ8～10 

トサｐ22～23 
トサｐ32～33 
単完マｐ11 
ｐ62～65 
ｐ26～29 

総整理 p92～95 
＊8月 9日（土）～17日（日）は休校です。 

 
8月度第 3週+夏期第 4週 月 火 水 木 金 

中高生 小学生 8月 18日 19日 20日 21日 22日 
 8：40～ 9：50  8：45～ 9：45 ○★社会⑤  ○★理科⑥  ○★社会⑥ 
10：00～11：10 10：05～11：05 ○★国語⑤ 

便テ 211～213 
 ○★国語⑥ 

便テ 228～229 
 ○★理科⑦ 

11：20～12：30 11：25～12：25   ○★数学⑥   
16：40～17：50 16：45～17：45 ○ ○  ○★数学⑧ ○ 
18：00～19：10 18：05～19：05 ○ ○★国語⑦ 

便テ 214～215 
 ○【自習】 ○ 

19：30～20：40 19：35～20：35 △数学 △【自習】  △理科 △ 
20：50～22：00 20：55～21：55 △【自習】 △社会  △英語 △ 

備 考（学校宿題点検・解き直し・覚え直し） 

ｐ38～45 
ｐ18～25 

学習ノートｐ32～51 

ｐ26～33 
ｐ46～53 

ｐ30～33 
マイノート p19～30 
ｐ34～39 
ｐ66～69 

ｐ70～73 
ｐ34～37 

トサｐ24～25 
トサｐ34～35 
単完マｐ12 

ｐ54～61 
ｐ38～41 

 
8月度第 4週+夏期第 5週 月 火 水 木 金 

中高生 小学生 8月 25日 26日 27日 28日 29日 
 8：40～ 9：50  8：45～ 9：45 ○★英語⑦  ○≪登校日≫  ○★英語⑧ 
10：00～11：10 10：05～11：05 ○★数学⑦  ○≪登校日≫  ○★国語⑧ 
11：20～12：30 11：25～12：25   ○≪登校日≫   
16：40～17：50 16：45～17：45 ○   15：30～19：00 

兵庫模試 
○★社会⑦ 

18：00～19：10 18：05～19：05 ○   ○【自習】 
19：30～20：40 19：35～20：35 △数学 △【自習】  △理科 △ 
20：50～22：00 20：55～21：55 △【自習】 △社会  △英語 △ 

備 考（学校宿題点検・解き直し・覚え直し） 

トサｐ26～27 
トサｐ36～37 
単完マｐ13 
ｐ74～77 
ｐ78～79 

ｐ62～65  増強版ｐ1～4 
トサｐ28～29 
トサｐ38～39 
単完マｐ14 

トサｐ30～31 
トサｐ40～41 
単完マｐ15 

ｐ40～巻末漢字
ｐ66～69 

 
＊★印は「夏期トレーニング」としての追加受講のコマです。無印は「通常トレーニング」のコマです。 
＊小学生は１コマ 60分、中高生は 1コマ 70 分です。△印は、満席の可能性があるため変更を受け付けいたしかねる場合があります。 
＊学習の進行状況により教科の配分や順序については相談のうえ変更の可能性があります。また、変更のご希望がございましたらお知らせください。 
＊何らかのご都合で遅刻や欠席をされる場合は、事前（できれば前日まで）にご連絡ください。無届の場合、振替に対応いたしかねます。 
＊【自習】は、講師の監督のもと集中できる空間でのテスト勉強の時間を無料提供させていただくためのもので、必要に応じ効果的な勉強の仕方を 
アドバイスし、適宜やる気を高めるためのコーチングを行います。どの教科をどの教材（含む学校用）を使って学習しても可能です。 
 

▲中学 3年生は、８月２8日（木）に第 3回兵庫模試を実施します。詳細は別紙（表：オレンジ、裏：ブルーの B5版）をご覧ください。 
≪3年生時間割≫ 国語 15：30～16：10（40分） 数学 16：15～17：00（45分） 社会 17：05～17：35（30分）  

理科 17：40～18：10（30分） 英語 18：15～19：00（45分） 
＊引き続き、「通常トレーニング」を受講される場合は、19：10～19：30の間に夕食をお取りください。 
＊上記日時でご都合が悪い場合は、別の日時を設けさせていただきます。お早めにお知らせください。 

≪サンプル≫ 中 3年 大蔵中学（部活引退後）⇒明石西高校 普通科 合格 

未来を変える夏!! 


