
①開場は9：00です。それまでは教室に入ることはできませんので、ご注意下さい。

②欠席された場合は、普段お通いの校で問題・解答をお受け取り下さい。

③二足制ですので、上履きをご用意下さい。

1・2講 3・4講 5・6講 7・8講 1・2講 3・4講 5・6講 7・8講 1・2講 3・4講 5・6講 7・8講

9/6(日) 日特：第1回 社会① 理科① 国語① 算数① 理科① 社会① 算数① 国語① 算数① 国語① 理科① 社会①

9/13(日)
小6合不合③

日特：第2回
社会② 理科② 国語② 算数② 理科② 社会② 算数② 国語② 国語② 算数② 理科② 社会②

9/20(日) 日特：第3回 社会③ 理科③ 国語③ 算数③ 理科③ 社会③ 算数③ 国語③ 算数③ 国語③ 理科③ 社会③

9/21(月)
小5:志望校判定

祝日開校日

9/22(火) 秋 の 特 別 講 座

9/27(日) 日特：第4回 社会④ 理科④ 国語④ 算数④ 理科④ 社会④ 算数④ 国語④ 国語④ 算数④ 理科④ 社会④

10/4(日)
小5KL,TN組分け

日特：第5回
社会⑤ 理科⑤ 国語⑤ 算数⑤ 理科⑤ 社会⑤ 算数⑤ 国語⑤ 算数⑤ 国語⑤ 理科⑤ 社会⑤

10/11(日)
小6合不合④

日特：第6回
社会⑥ 理科⑥ 国語⑥ 算数⑥ 理科⑥ 社会⑥ 算数⑥ 国語⑥ 国語⑥ 算数⑥ 理科⑥ 社会⑥

10/18(日) 日特：第7回 社会⑦ 理科⑦ 国語⑦ 算数⑦ 理科⑦ 社会⑦ 算数⑦ 国語⑦ 算数⑦ 国語⑦ 理科⑦ 社会⑦

10/25(日) 滝 中 学 模 試

11/1(日) 日特：第8回 社会⑧ 理科⑧ 国語⑧ 算数⑧ 理科⑧ 社会⑧ 算数⑧ 国語⑧ 国語⑧ 算数⑧ 理科⑧ 社会⑧

11/3(火)
四谷大塚

全国統一小学生テスト

11/8(日)
小5KL,TN組分け

小6合不合⑤,日特：第9回
社会⑨ 理科⑨ 国語⑨ 算数⑨ 理科⑨ 社会⑨ 算数⑨ 国語⑨ 算数⑨ 国語⑨ 理科⑨ 社会⑨

11/15(日)
東海中・

南山中女子部模試

11/22(日) 日特：第10回 社会⑩ 理科⑩ 国語⑩ 算数⑩ 理科⑩ 社会⑩ 算数⑩ 国語⑩ 国語⑩ 算数⑩ 理科⑩ 社会⑩

11/23(月)

11/29(日) 日特：第11回 社会⑪ 理科⑪ 国語⑪ 算数⑪ 理科⑪ 社会⑪ 算数⑪ 国語⑪ 算数⑪ 国語⑪ 理科⑪ 社会⑪

12/6(日)
小6合不合⑥

日特：第12回
社会⑫ 理科⑫ 国語⑫ 算数⑫ 理科⑫ 社会⑫ 算数⑫ 国語⑫ 国語⑫ 算数⑫ 理科⑫ 社会⑫

12/13(日)
小5KL,TN組分け

日特：第13回
社会⑬ 理科⑬ 国語⑬ 算数⑬ 理科⑬ 社会⑬ 算数⑬ 国語⑬ 算数⑬ 国語⑬ 理科⑬ 社会⑬

12/20(日)

12/27(日) 冬　期　講　習

1/10(日) 日特：第14回 社会⑭ 理科⑭ 国語⑭ 算数⑭ 理科⑭ 社会⑭ 算数⑭ 国語⑭ 国語⑭ 算数⑭ 理科⑭ 社会⑭

日程

秋の特別講座　国語

志 望 校 別 特 訓  は あ り ま せ ん 

冬　期　講　習

志 望 校 別 特 訓  は あ り ま せ ん 

志 望 校 別 特 訓  は あ り ま せ ん 

志 望 校 別 特 訓  は あ り ま せ ん 

志 望 校 別 特 訓  は あ り ま せ ん 

通常授業

【1･2講時】09:30～11:25　【3･4講時】11:30～13:25　【5･6講時】14:00～15:55　【7･8講時】16:05～18:00

南山女子　コ－ス 滝 コ ー ス小6日特回数＆
テスト予定

小　6　志　望　校　別　特　訓

東 海 コ ー ス

2020年度後期 日曜特訓【千種会場】スケジュール！

【小学部志望校別特訓･後期日曜特訓】日程表

1～4講 5・6講 7・8講 1・2講 3・4講 5～8講 1・2講 3・4講 5～8講 5・6講 7・8講

最高水準① 社会① 理科① 国語① 算数① 日算① 算数① 国語① 日算① 9/6(日)

休講 算数① 国語① 理科① 社会① 日算② 社会① 理科① 日算② 国語① 算数① 最高水準① 最高水準① 9/13(日)

最高水準② 社会② 理科② 国語② 算数② 日算③ 算数② 国語② 日算③ 9/20(日)

9/21(月)

9/22(火)

最高水準③ 算数② 国語② 理科② 社会② 日算④ 社会② 理科② 日算④ 国語② 算数② 最高水準② 9/27(日)

最高水準④ 社会③ 理科③ 国語③ 算数③ 日算⑤ 算数③ 国語③ 日算⑤ 10/4(日)

休講 算数③ 国語③ 理科③ 社会③ 日算⑥ 社会③ 理科③ 日算⑥ 国語③ 算数③ 最高水準③ 最高水準② 10/11(日)

最高水準⑤ 社会④ 理科④ 国語④ 算数④ 日算⑦ 算数④ 国語④ 日算⑦ 最高水準④ 10/18(日)

※

最高水準⑥
最高水準⑤ 10/25(日)

最高水準⑦ 算数④ 国語④ 理科④ 社会④ 日算⑧ 社会④ 理科④ 日算⑧ 国語④ 算数④ 最高水準⑥ 11/1(日)

11/3(火)

休講 社会⑤ 理科⑤ 国語⑤ 算数⑤ 日算⑨ 算数⑤ 国語⑤ 日算⑨ 最高水準③ 11/8(日)

※

最高水準⑧
最高水準⑦ 11/15(日)

最高水準⑨ 算数⑤ 国語⑤ 理科⑤ 社会⑤ 日算⑩ 社会⑤ 理科⑤ 日算⑩ 国語⑤ 算数⑤ 最高水準⑧ 11/22(日)

11/23(月)

最高水準⑩ 社会⑥ 理科⑥ 国語⑥ 算数⑥ 日算⑪ 算数⑥ 国語⑥ 日算⑪ 最高水準⑨ 11/29(日)

休講 算数⑥ 国語⑥ 理科⑥ 社会⑥ 日算⑫ 社会⑥ 理科⑥ 日算⑫ 国語⑥ 算数⑥ 最高水準⑩ 最高水準④ 12/6(日)

最高水準⑪ 社会⑦ 理科⑦ 国語⑦ 算数⑦ 日算⑬ 算数⑦ 国語⑦ 日算⑬ 12/13(日)

12/20(日)

12/27(日)

最高水準⑫ 算数⑦ 国語⑦ 理科⑦ 社会⑦ 日算⑭ 社会⑦ 理科⑦ 日算⑭ 国語⑦ 算数⑦ 最高水準⑪ 最高水準⑤ 1/10(日)

日程

秋の特別講座　国語

日曜特訓はありません

冬　期　講　習

日曜特訓はありません

日曜特訓はありません

日曜特訓はありません

日曜特訓はありません

通常授業 通常授業 通常授業

最高水準 最高水準

【1-4講時】9:30～13:25

         （最高水準算数）

【5･6講時】14:00～15:55

【7･8講時】16:05～18:00

【1･2講時】09:30～11:25　【3･4講時】11:30～13:25

【5-8講時】14:00～18：00（日曜算数）

【5・6講】14:00～15:55

【7・8講】 16:05～18:00 10:15～

13：25

10:15～

13：25

6 Z（灘・開成）コ ー ス 6 Y コ ー ス  6 V コ ー ス  5 Z コ ー ス

小　6　日 曜 特 訓  総 合 コ ー ス 小 5 日 曜 特 訓 小5算数 小4算数

④授業が始まるまでの時間は、自習時間とします。各自で勉強用教材を持参して下さい。
ご家庭より連絡が必要になります場合は、休み時間中におかけ下さい。

⑤普段お使いの『セコムカード』は日曜特訓の際には不要です。

※小６最高水準算数⑥、⑧は13：30～17：30で実施します。


