
中学入試部 三国丘本部校 ライブ配信授業時間割【５／７～５／１３】 
 
注意点 

 
≪全学年共通≫ 
※受講している科目の授業日時にマーカーペンで線を引いてください。 
※受講している科目の授業が実施されている日時に、該当教室のライブ授業に  
ログインしてください。 

※欠席の際は、お通いの校舎にお電話でご連絡ください。 
※５月７日（木）～１３日（水）の授業は、５月２週目分の授業となります。 
※５月１４日（木）以降も、「映像生授業」を実施する場合は、同じ曜日、同じ時間
帯に、同じ科目の授業を、同じ教室で、５月１４日（木）～２０日（水）を     
５月３週目分として、５月２１日（木）～２７日（水）を５月４週目分として、
実施いたします。 

≪小学３年生≫ 
※５月分の授業を「映像生授業」で行います。 
※５月８日（金）２０:１５～２０：４０にログインテストを行います。 
※１回の授業を４０分と４０分の２つに分け、その間に１０分の休憩を入れて、  
９０分で１回分の授業となります。 

≪小学４年生～小学６年生≫ 
※授業時間を従来の時間に戻し、９０分授業は４５分授業２回分、１８０分授業は
４５分授業４回分として実施いたします。９０分授業を４５分と４５分の２つに
分け、その間に１０分の休憩を入れて、１つの授業を１００分で１回分の授業と
して行います。小５の算数・国語、小６の授業は、２回で１週分の授業となりま
すので、平常授業は①と②の両方の授業に出席してください。 

※小５・小６の算数特訓授業は、１２０分授業を６０分と６０分に分け、その間に
１０分または４０分の休憩を入れて実施いたします。 

※小４・小５の残り学習を、従来通り授業終了後に実施いたします。 
※小４の難関特訓授業、小５Ａクラスの理科難関特訓授業、小６の強化授業を、  
従来の授業時間で実施いたします。 

※小６の実践入試特訓授業を、従来の授業時間で実施いたします。 
（５月１０日の授業は、４月２回目分の授業です。） 

 
小 ３  ログインテスト  ５／ ８（金）２０：１５～２０：４０ 三国丘本部校 教室１ 
     国語 ２週目   ５／ ９（土）１５：００～１６：３０ 三国丘本部校 教室３ 
     算数 ２週目   ５／１３（水）１７：００～１８：３０ 三国丘本部校 教室３ 

※ 小３の授業は、講師配置の関係上、三国丘本部校の教室で、栂本部校の小３クラス
と合同で実施します。 

 

小 ４  理科 ２週目   ５／ ７（木）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室１ 
残り学習  ５／ ７（木）１８：１５～１８：４５ 三国丘本部校 教室１ 

国語 ２週目   ５／ ８（金）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室１ 
        残り学習  ５／ ８（金）１８：１５～１８：４５ 三国丘本部校 教室１ 
       （国語難関特訓を受講されている場合は、残り学習の時間は休憩時間になります） 
     国語特訓 ２週目 ５／ ８（金）１９：００～２０：００ 三国丘本部校 教室１ 
     算数 ２週目   ５／１１（月）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室１ 
        残り学習  ５／１１（月）１８：１５～１８：４５ 三国丘本部校 教室１ 

（算数難関特訓を受講されている場合は、残り学習の時間は休憩時間になります） 
     算数特訓 ２週目 ５／１１（月）１９：００～２０：００ 三国丘本部校 教室１ 



 
小５Ａ  国語 ２週目①  ５／ ８（金）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室４ 
        ２週目②  ５／ ８（金）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室４ 
        残り学習  ５／ ８（金）２０：４５～２１：１０ 三国丘本部校 教室４      

     理科特訓 ２週目 ５／ ９（土）１４：３０～１６：１０ 三国丘本部校 教室４ 
     算数特訓 ２週目 ５／ ９（土）１７：００～１９：１０ 三国丘本部校 教室４ 

理科 ２週目   ５／１２（火）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室４ 
社会 ２週目   ５／１２（火）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室４ 

残り学習  ５／１２（火）２０：４５～２１：１０ 三国丘本部校 教室４ 
算数 ２週目①  ５／１３（水）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室４ 

        ２週目②  ５／１３（水）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室４ 
        残り学習  ５／１３（水）２０：４５～２１：１０ 三国丘本部校 教室４ 
 
 
小５Ｂ  算数 ２週目①  ５／ ８（金）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室５ 
        ２週目②  ５／ ８（金）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室５ 

        残り学習  ５／ ８（金）２０：４５～２１：１０ 三国丘本部校 教室５      
     算数特訓 ２週目 ５／ ９（土）１３：５０～１６：００ 三国丘本部校 教室５ 

社会 ２週目   ５／１２（火）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室５ 
理科 ２週目   ５／１２（火）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室５ 

残り学習  ５／１２（火）２０：４５～２１：１０ 三国丘本部校 教室５ 
国語 ２週目①  ５／１３（水）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室５ 

        ２週目②  ５／１３（水）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室５ 
        残り学習  ５／１３（水）２０：４５～２１：１０ 三国丘本部校 教室５ 
 

 
 

小６Ａ  社会 ２週目①  ５／ ８（金）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室３ 
        ２週目②  ５／ ８（金）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室３ 

     社会強化 ２週目 ５／ ８（金）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室３ 
算数特訓 ２週目 ５／ ９（土）１３：５０～１６：００ 三国丘本部校 教室１ 
理科 ２週目①  ５／ ９（土）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室１ 

        ２週目②  ５／ ９（土）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室１ 
理科強化 ２週目 ５／ ９（土）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室１ 
算数実践入試   ５／１０（日）１０：３０～１２：００ 栂本部校 教室１ 
理科実践入試   ５／１０（日）１２：４０～１４：１０ 栂本部校 教室１ 
国語実践入試   ５／１０（日）１４：３０～１６：００ 栂本部校 教室１ 
社会実践入試   ５／１０（日）１６：２０～１７：５０ 栂本部校 教室１ 
（実践入試の時間割は、休憩時間を少し伸ばして、開始時間を若干変更しています） 
算数 ２週目①  ５／１２（火）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室１ 

        ２週目②  ５／１２（火）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室１ 

     算数強化 ２週目 ５／１２（火）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室１ 
国語 ２週目①  ５／１３（水）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室１ 

        ２週目②  ５／１３（水）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室１ 
     国語強化 ２週目 ５／１３（水）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室１ 
 

 
 
 
 
 



 
小６Ｂ  社会 ２週目①  ５／ ８（金）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室３ 
        ２週目②  ５／ ８（金）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室３ 
     社会強化 ２週目 ５／ ８（金）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室３ 

算数特訓 ２週目 ５／ ９（土）１１：００～１３：４０ 三国丘本部校 教室２ 
                      （12:00～12:40は休憩時間です） 

国語 ２週目①  ５／ ９（土）１４：２０～１６：００ 三国丘本部校 教室２ 
国語 ２週目②  ５／ ９（土）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室２ 
国語強化 ２週目 ５／ ９（土）１８：２０～１９：２０ 三国丘本部校 教室２ 
社会実践入試   ５／１０（日）１０：３０～１２：００ 栂本部校 教室２ 
算数実践入試   ５／１０（日）１２：４０～１４：１０ 栂本部校 教室２ 
理科実践入試   ５／１０（日）１４：３０～１６：００ 栂本部校 教室２ 
国語実践入試   ５／１０（日）１６：２０～１７：５０ 栂本部校 教室２ 
（実践入試の時間割は、休憩時間を少し伸ばして、開始時間を若干変更しています）
算数 ２週目①  ５／１１（月）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室２ 

        ２週目②  ５／１１（月）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室２ 

     算数強化 ２週目 ５／１１（月）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室２ 
理科 ２週目①  ５／１３（水）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室２ 

        ２週目②  ５／１３（水）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室２ 
     理科強化 ２週目 ５／１３（水）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室２ 
 

 

小６Ｆ  算数 ２週目①  ５／ ７（木）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室３ 
        ２週目②  ５／ ７（木）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室３ 
     算数強化 ２週目 ５／ ７（木）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室３ 

算数特訓 ２週目 ５／ ９（土）１７：００～１９：１０ 三国丘本部校 教室３ 
国語実践入試   ５／１０（日）１２：４０～１４：１０ 栂本部校 教室３ 
算数実践入試   ５／１０（日）１４：３０～１６：００ 栂本部校 教室３ 
理科実践入試   ５／１０（日）１６：２０～１７：５０ 栂本部校 教室３ 

（実践入試の時間割は、休憩時間を少し伸ばして、開始時間を若干変更しています） 
理科 ２週目①  ５／１１（月）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室３ 

        ２週目②  ５／１１（月）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室３ 
     理科強化 ２週目 ５／１１（月）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室３ 

国語 ２週目①  ５／１２（火）１６：３０～１８：１０ 三国丘本部校 教室３ 
        ２週目②  ５／１２（火）１９：００～２０：４０ 三国丘本部校 教室３ 
     国語強化 ２週目 ５／１２（火）２０：５０～２１：５０ 三国丘本部校 教室３ 
 


