
 

中3学年末テスト対策　時間割

4階教室 第2教室 第2教室 4階教室 4階教室 第2教室 第2教室 第2教室

5:30～6:20 予備 小5　英語 2:00～2:50 予備 2:00～2:50 予備 5:30～6:20 予備 小5　算数 5:30～6:20 小5　英語 2:00～2:50 予備

6:25～7:15 英語③緑 小5　算数 2:55～3:45 数学①緑 2:55～3:45 国語③緑 6:25～7:15 社会③緑 小5　国語 6:25～7:15 小5　算数 2:55～3:45 国語①緑

7:20～8:10 英語④緑 予備 3:50～4:40 数学②緑 3:50～4:40 国語④緑 7:20～8:10 社会④緑 予備 7:20～8:10 理科①緑 3:50～4:40 国語②緑

8:15～9:05 理科③緑 英語①緑 8:15～9:05 数学③緑 社会①緑 8:15～9:05 理科②緑

9:10～10:00 理科④緑 英語②緑 9:10～10:00 数学④緑 社会②緑 9:10～10:00 予備

単元 単元 単元 単元 単元

英語①緑 数学①緑 理科①緑 社会①緑 国語①緑

英語②緑 数学②緑 理科②緑 社会②緑 国語②緑

英語③緑 数学③緑 理科③緑 社会③緑 国語③緑

英語④緑 数学④緑 理科④緑 社会④緑 国語④緑

第1教室 第2教室 第2教室 第1教室 第2教室 第2教室 第2教室

5:30～6:20 予備 小5　英語 2:00～2:50 予備 5:30～6:20 予備 小5　算数 5:30～6:20 小5　英語 2:00～2:50 予備

6:25～7:15 英語①六 小5　算数 2:55～3:45 理科③六 6:25～7:15 社会①六 小5　国語 6:25～7:15 小5　算数 2:55～3:45 国語③六

7:20～8:10 英語②六 予備 3:50～4:40 理科④六 7:20～8:10 社会②六 予備 7:20～8:10 国語①六 3:50～4:40 国語④六

8:15～9:05 数学①六 英語③六 4:45～5:35 数学③六 8:15～9:05 理科①六 社会③六 8:15～9:05 国語②六

9:10～10:00 数学②六 英語④六 5:40～6:30 数学④六 9:10～10:00 理科②六 社会④六 9:10～10:00 予備

単元 単元 単元 単元 単元

英語①六 数学①六 理科①六 社会①六 国語①六

英語②六 数学②六 理科②六 社会②六 国語②六

英語③六 数学③六 理科③六 社会③六 国語③六

英語④六 数学④六 理科④六 社会④六 国語④六

302教室 302教室 302教室 302教室 302教室

7:20～8:10 理科①本 5:30～6:20 予備 2:55～3:45 予備 7:20～8:10 英語①本 7:20～8:10 国語①本

8:15～9:05 理科②本 6:25～7:15 国語③本 3:50～4:40 社会①本 8:15～9:05 英語②本 8:15～9:05 国語②本

9:10～10:00 予備 7:20～8:10 国語④本 4:45～5:35 社会②本 9:10～10:00 予備 9:10～10:00 予備

8:15～9:05 数学①本

9:10～10:00 数学②本

単元 単元 単元 単元 単元

英語①本 数学①本 理科①本 社会①本 国語①本

英語②本 数学②本 理科②本 社会②本 国語②本

国語③本

国語④本

第1教室 第3教室 第1教室 第1教室 第3教室 第1教室 第1教室

5:30～6:20 小5　英語 予備 2:00～2:50 予備 5:30～6:20 小5　算数 予備 5:30～6:20 小5　英語 2:00～2:50 予備

6:25～7:15 小5　算数 社会①幸 2:55～3:45 英語③幸 6:25～7:15 小5　国語 数学①幸 6:25～7:15 小5　算数 2:55～3:45 国語①幸★

7:20～8:10 予備 社会②幸 3:50～4:40 英語④幸 7:20～8:10 予備 数学②幸 7:20～8:10 理科③幸★ 3:50～4:40 国語②幸★

8:15～9:05 社会③幸 理科①幸 4:45～5:35 国語③幸★ 8:15～9:05 数学③幸 英語①幸 8:15～9:05 理科④幸★

9:10～10:00 社会④幸 理科②幸 5:40～6:30 国語④幸★ 9:10～10:00 数学④幸 英語②幸 9:10～10:00 予備

　時間割に★がついている日は、男子の帰りのお迎えも校舎前でお願いします(セブンイレブンではありません)。

単元 単元 単元 単元 単元

英語①幸 数学①幸 理科①幸 社会①幸 国語①幸

英語②幸 数学②幸 理科②幸 社会②幸 国語②幸

英語③幸 数学③幸 理科③幸 社会③幸 国語③幸

英語④幸 数学④幸 理科④幸 社会④幸 国語④幸

※　1/7(木)～1/20(水)の中学生の通常授業は“定期テスト対策授業”実施のため、通常の時間割とは異なります。1/21(木)から通常授業再開となります。

※　1/9(土)・16(土)はテスト対策期間中の為、中3土曜特訓講座はありません。1/23(土)から土曜特訓講座再開となります。

※　自習室の時間は『夢現塾通信1月号』またはホームページの『今月の予定(1月)』で確認してください。

※　英語・国語の対策授業には必ず『ワーク』と『教科書』を持ってきてください。

～注意事項～

北部・六ツ美 北部・六ツ美 北部・六ツ美 北部・六ツ美 北部・六ツ美

福岡・幸田 福岡・幸田 福岡・幸田 福岡・幸田 福岡・幸田

北部・六ツ美 北部・六ツ美 北部・六ツ美 北部・六ツ美 北部・六ツ美

中学校 中学校 中学校 中学校 中学校

福岡・幸田 福岡・幸田 福岡・幸田 福岡・幸田 福岡・幸田

附属

幸田校 …福岡中・ 幸田中・幸田北部中・六ツ美中

1/7(木) 1/9(土) 1/11(月・祝) 1/14(木 ) 1/16(土)

附属・翔南・六ツ美北 附属・翔南・六ツ美北 附属・翔南・六ツ美北 附属・翔南・六ツ美北 翔南・六ツ美北

附属

中学校 中学校

附属・翔南・六ツ美北 附属・翔南・六ツ美北 附属・翔南・六ツ美北 附属・翔南・六ツ美北 翔南・六ツ美北

1/7(木) 1/8(金) 1/9(土) 1/11(月・祝) 1/14(木)

中学校 中学校 中学校

竜海 竜海 竜海 竜海 竜海

岡崎本校 …愛教大附属中・ 翔南中・六ツ美北中

南・甲山・城北・矢作 南・甲山・城北・矢作 南・甲山・城北・矢作 南・甲山・城北・矢作 南・甲山・城北・矢作

竜海 竜海 竜海 竜海 竜海

中学校

南・甲山・城北・矢作 南・甲山・城北・矢作 南・甲山・城北・矢作 南・甲山・城北・矢作 南・甲山・城北・矢作

1/7(木) 1/9(土) 1/11(月・祝) 1/14(木) 1/16(土)

中学校 中学校 中学校 中学校

竜南 竜南 竜南 竜南 竜南

六名校 … 岡崎南中・甲山中・城北中・矢作中・竜海中

東海・美川 東海・美川 東海・美川 東海・美川 東海・美川

竜南 竜南 竜南 竜南 竜南

中学校 中学校 中学校 中学校 中学校

東海・美川 東海・美川 東海・美川 東海・美川 東海・美川

緑丘校 … 東海中・美川中・竜南中

1/8(金) 1/9(土) 1/11(月・祝) 1/12(火) 1/15(金) 1/16(土)


