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2018年 夏期講習スケジュール 【青葉台教室】

P PE SP P … 1名

P PE SP … 2名

PE … 4名

GS … 6名
PE ＧＳ

P=プライベート
SP=セミプライベート
PE=パーソナル

P/SP PE GS=グループゼミ
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

①A 石橋 花本α① 花本β① 石橋 花本α② 石橋 塚村а② 塚村 石橋 石橋 花本β③ 花本 石橋

①B

② 塚村а① 塚村 塚村а② 塚村а③

③ 塚村а③ 塚村 塚村а①

①A 石橋 花本 花本 石橋 花本 石橋 塚村 大石 塚村 石橋 石橋 花本 大石 花本 石橋

①B

② 三宅 大石 大石 塚村 塚村 三宅 長濱 三宅 大石 長濱 塚村 塚村

③ 長濱 長濱 長濱 塚村 長濱 塚村 塚村

①A 石橋 花本 大石 花本 石橋 花本 石橋 塚村 大石 塚村 石橋 石橋 花本 大石 花本 石橋

①B

② 三宅 大石 大石 小野 三宅 長濱 小野 小野 三宅 大石 長濱

③ 長濱 長濱 塚村 塚村 長濱 小野 塚村 長濱 塚村 塚村 塚村 塚村

①A 石橋 笹子 大石 笹子 石橋 石橋 塚村 大石 塚村 石橋 笹子 笹子 大石 笹子 石橋

①B

② 大石 大石 小野 小野 長濱 小野 小野 大石 長濱

③ 長濱 長濱 塚村 塚村 長濱 小野 笹子 塚村 長濱 塚村 塚村 塚村 塚村

①A 笹子 大石 笹子 笹子 笹子 石橋 花本 笹子 笹子 笹子 石橋

①B

② 笹子 大石 小野 小野 森元 小野

③ 森元 森元 森元 小野 花本 森元 森元 森元 森元

①A 笹子β① 笹子β③ 笹子β① 笹子β② 花本а③ 笹子β③ 笹子 笹子

①B

② 笹子β② 森元Ｃ①

③ 森元Ｃ① 森元Ｃ② 森元Ｃ③ 花本β② 森元Ｃ② 森元Ｃ③ 森元 森元

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

①A 花本β④ 石橋 花本 石橋 花本 花本 石橋 花本 花本

①B

② 塚村а② 塚村а③ 塚村 塚村

③ 塚村

①A 花本 石橋 花本 石橋 花本 大石 花本 石橋 花本 花本

①B

② 長濱 塚村 塚村 三宅 大石 長濱 塚村 塚村 長濱

③ 塚村 長濱 金子 長濱

①A 花本 石橋 花本 石橋 花本 大石 花本 石橋 石橋 花本 石橋 花本

①B

② 長濱 三宅 大石 長濱 小野 長濱 小野

③ 塚村 塚村 塚村 長濱 金子 塚村 塚村 長濱

①A 石橋 笹子 大石 花本 石橋 石橋 花本 大石 石橋 花本

①B 金子

② 長濱 大石 長濱 小野 小野 金子 長濱 塚村

③ 長濱 金子 笹子 長濱 笹子 塚村 笹子

①A 石橋 笹子 笹子 花本 石橋 花本 大石 石橋 花本

①B 金子 塚村

② 森元 小野 小野 金子 森元 小野

③ 森元 森元 森元 笹子 森元 森元 笹子 塚村 笹子 森元 森元

①A 笹子 笹子 花本 花本 花本

①B

② 森元 森元

③ 森元Ｃ① 森元Ｃ② 森元Ｃ③ 笹子 森元 笹子 笹子 森元 森元

小学4～6

中高

算数・数学

小中高

私立小学校編入をめざす小1～5年生まで、国語/算数/作文など

英検

使用教室によって受講時間がずれることがあります。詳細は受講確認時にお知らせいたします。
原則、1コマ120分の授業となります。

内進・東大・中高全教科

プロトレ英語・英検

算数・数学・理科 ＧＳ

11：00～13：00

13：30～15：30

15：30～17：30

17：30～19：30

19：30～21：30

19：30～21：30

2018年　夏期講習教室割　【青葉台】

使用
教室

8月

17：30～19：30

2018年　夏期講習教室割　【青葉台】

中高 3名定員

　9：00～11：00

8月7月

使用
教室

中3・高1の教科書マスター講座

英検長文講座 PE

9
月
通
常
授
業

受講時間

小学編入

9月

11：00～13：00

　9：00～11：00

13：30～15：30

15：30～17：30

開設コース 指導形態 ※講座定員

小学１～3 小学1～3年生対象の算数＋国語の2教科、（小学英語）、読書作文講座

ＧＳ

小中高

小中高

小学4～6年生対象の算数/国語どちらか1教科

ＧＳ


