




2021年　知求館成基学園　夏期講習会時間割
1・2年生　通常講習会＆オプション講座

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
学年 コース 時間帯 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

19：20～20：35 英語① 理科① 数学① 英語② 国語③ 理科② 英語③ 理科③ 英語④ 英語⑤ 英語⑥ 理科④ 数学⑥ 英語⑦ 英語⑧ 数学⑨ 理科⑤ 英語⑨英語① 理科① 数学① 英語② 国語③ 理科② 英語③ 理科③ 英語④ 英語⑤ 英語⑥ 理科④ 数学⑥ 英語⑦ 英語⑧ 数学⑨ 理科⑤ 英語⑨英語① 理科① 数学① 英語② 国語③ 理科② 英語③ 理科③ 英語④ 英語⑤ 英語⑥ 理科④ 数学⑥ 英語⑦ 英語⑧ 数学⑨ 理科⑤ 英語⑨英語① 理科① 数学① 英語② 国語③ 理科② 英語③ 理科③ 英語④ 英語⑤ 英語⑥ 理科④ 数学⑥ 英語⑦ 英語⑧ 数学⑨ 理科⑤ 英語⑨

20：40～21：55 国語① 社会① 国語② 数学② 数学③ 社会② 国語④ 社会③ 数学④ 数学⑤ 国語⑤ 社会④ 国語⑥ 数学⑦ 数学⑧ 国語⑦ 社会⑤ 国語⑧国語① 社会① 国語② 数学② 数学③ 社会② 国語④ 社会③ 数学④ 数学⑤ 国語⑤ 社会④ 国語⑥ 数学⑦ 数学⑧ 国語⑦ 社会⑤ 国語⑧国語① 社会① 国語② 数学② 数学③ 社会② 国語④ 社会③ 数学④ 数学⑤ 国語⑤ 社会④ 国語⑥ 数学⑦ 数学⑧ 国語⑦ 社会⑤ 国語⑧国語① 社会① 国語② 数学② 数学③ 社会② 国語④ 社会③ 数学④ 数学⑤ 国語⑤ 社会④ 国語⑥ 数学⑦ 数学⑧ 国語⑦ 社会⑤ 国語⑧

19：20～20：35 国語① 理科① 国語② 数学② 数学③ 理科② 国語④ 理科③ 数学④ 数学⑤ 国語⑤ 理科④ 国語⑥ 数学⑦ 数学⑧ 国語⑦ 理科⑤ 国語⑧国語① 理科① 国語② 数学② 数学③ 理科② 国語④ 理科③ 数学④ 数学⑤ 国語⑤ 理科④ 国語⑥ 数学⑦ 数学⑧ 国語⑦ 理科⑤ 国語⑧国語① 理科① 国語② 数学② 数学③ 理科② 国語④ 理科③ 数学④ 数学⑤ 国語⑤ 理科④ 国語⑥ 数学⑦ 数学⑧ 国語⑦ 理科⑤ 国語⑧国語① 理科① 国語② 数学② 数学③ 理科② 国語④ 理科③ 数学④ 数学⑤ 国語⑤ 理科④ 国語⑥ 数学⑦ 数学⑧ 国語⑦ 理科⑤ 国語⑧

20：40～21：55 英語① 社会① 数学① 英語② 国語③ 社会② 英語③ 社会③ 英語④ 英語⑤ 英語⑥ 社会④ 数学⑥ 英語⑦ 英語⑧ 数学⑨ 社会⑤ 英語⑨英語① 社会① 数学① 英語② 国語③ 社会② 英語③ 社会③ 英語④ 英語⑤ 英語⑥ 社会④ 数学⑥ 英語⑦ 英語⑧ 数学⑨ 社会⑤ 英語⑨英語① 社会① 数学① 英語② 国語③ 社会② 英語③ 社会③ 英語④ 英語⑤ 英語⑥ 社会④ 数学⑥ 英語⑦ 英語⑧ 数学⑨ 社会⑤ 英語⑨英語① 社会① 数学① 英語② 国語③ 社会② 英語③ 社会③ 英語④ 英語⑤ 英語⑥ 社会④ 数学⑥ 英語⑦ 英語⑧ 数学⑨ 社会⑤ 英語⑨

19：20～20：35 英語① 国語① 英語② 国語② 英語③ 国語③ 英語④ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 英語⑦ 国語⑦ 国語⑧ 英語⑧ 英語⑨ 理科⑤英語① 国語① 英語② 国語② 英語③ 国語③ 英語④ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 英語⑦ 国語⑦ 国語⑧ 英語⑧ 英語⑨ 理科⑤英語① 国語① 英語② 国語② 英語③ 国語③ 英語④ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 英語⑦ 国語⑦ 国語⑧ 英語⑧ 英語⑨ 理科⑤英語① 国語① 英語② 国語② 英語③ 国語③ 英語④ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 英語⑦ 国語⑦ 国語⑧ 英語⑧ 英語⑨ 理科⑤

20：40～21：55 数学① 社会① 数学② 理科① 数学③ 社会② 数学④ 数学⑤ 理科② 数学⑥ 社会③ 数学⑦ 理科③ 理科④ 数学⑧ 社会④ 数学⑨ 社会⑤数学① 社会① 数学② 理科① 数学③ 社会② 数学④ 数学⑤ 理科② 数学⑥ 社会③ 数学⑦ 理科③ 理科④ 数学⑧ 社会④ 数学⑨ 社会⑤数学① 社会① 数学② 理科① 数学③ 社会② 数学④ 数学⑤ 理科② 数学⑥ 社会③ 数学⑦ 理科③ 理科④ 数学⑧ 社会④ 数学⑨ 社会⑤数学① 社会① 数学② 理科① 数学③ 社会② 数学④ 数学⑤ 理科② 数学⑥ 社会③ 数学⑦ 理科③ 理科④ 数学⑧ 社会④ 数学⑨ 社会⑤

19：20～20：35 数学① 社会① 数学② 理科① 数学③ 社会② 数学④ 数学⑤ 理科② 数学⑥ 社会③ 数学⑦ 理科③ 理科④ 数学⑧ 社会④ 数学⑨ 社会⑤数学① 社会① 数学② 理科① 数学③ 社会② 数学④ 数学⑤ 理科② 数学⑥ 社会③ 数学⑦ 理科③ 理科④ 数学⑧ 社会④ 数学⑨ 社会⑤数学① 社会① 数学② 理科① 数学③ 社会② 数学④ 数学⑤ 理科② 数学⑥ 社会③ 数学⑦ 理科③ 理科④ 数学⑧ 社会④ 数学⑨ 社会⑤数学① 社会① 数学② 理科① 数学③ 社会② 数学④ 数学⑤ 理科② 数学⑥ 社会③ 数学⑦ 理科③ 理科④ 数学⑧ 社会④ 数学⑨ 社会⑤

20：40～21：55 英語① 国語① 英語② 国語② 英語③ 国語③ 英語④ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 英語⑦ 国語⑦ 国語⑧ 英語⑧ 英語⑨ 理科⑤英語① 国語① 英語② 国語② 英語③ 国語③ 英語④ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 英語⑦ 国語⑦ 国語⑧ 英語⑧ 英語⑨ 理科⑤英語① 国語① 英語② 国語② 英語③ 国語③ 英語④ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 英語⑦ 国語⑦ 国語⑧ 英語⑧ 英語⑨ 理科⑤英語① 国語① 英語② 国語② 英語③ 国語③ 英語④ 英語⑤ 国語④ 国語⑤ 国語⑥ 英語⑥ 英語⑦ 国語⑦ 国語⑧ 英語⑧ 英語⑨ 理科⑤

中1 17：30～19：00 数学① 国語① 英語① 数学② 国語② 英語②数学① 国語① 英語① 数学② 国語② 英語②数学① 国語① 英語① 数学② 国語② 英語②数学① 国語① 英語① 数学② 国語② 英語②

中2 17：30～19：00 国語① 数学① 英語① 英語② 国語② 数学②国語① 数学① 英語① 英語② 国語② 数学②国語① 数学① 英語① 英語② 国語② 数学②国語① 数学① 英語① 英語② 国語② 数学②

3年生　通常講習会

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
学年 コース 時間帯 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

13:00～14:15 英語① 英語② 理科① 英語③ 国語① 国語② 国語③ 英語④ 理科④ 英語⑤ 英語⑥ 国語④ 英語⑦英語① 英語② 理科① 英語③ 国語① 国語② 国語③ 英語④ 理科④ 英語⑤ 英語⑥ 国語④ 英語⑦英語① 英語② 理科① 英語③ 国語① 国語② 国語③ 英語④ 理科④ 英語⑤ 英語⑥ 国語④ 英語⑦英語① 英語② 理科① 英語③ 国語① 国語② 国語③ 英語④ 理科④ 英語⑤ 英語⑥ 国語④ 英語⑦ 理科⑤理科⑤理科⑤理科⑤ 英語⑧ 国語⑥ 英語⑨ 国語⑦ 英語⑩ 国語⑧英語⑧ 国語⑥ 英語⑨ 国語⑦ 英語⑩ 国語⑧英語⑧ 国語⑥ 英語⑨ 国語⑦ 英語⑩ 国語⑧英語⑧ 国語⑥ 英語⑨ 国語⑦ 英語⑩ 国語⑧

14:25～15:40 数学① 数学② 社会① 数学③ 理科② 理科③ 社会② 数学④ 社会③ 数学⑤ 数学⑥ 社会④ 数学⑦数学① 数学② 社会① 数学③ 理科② 理科③ 社会② 数学④ 社会③ 数学⑤ 数学⑥ 社会④ 数学⑦数学① 数学② 社会① 数学③ 理科② 理科③ 社会② 数学④ 社会③ 数学⑤ 数学⑥ 社会④ 数学⑦数学① 数学② 社会① 数学③ 理科② 理科③ 社会② 数学④ 社会③ 数学⑤ 数学⑥ 社会④ 数学⑦ 国語⑤国語⑤国語⑤国語⑤ 数学⑧ 理科⑥ 数学⑨ 社会⑤ 数学⑩ 社会⑥数学⑧ 理科⑥ 数学⑨ 社会⑤ 数学⑩ 社会⑥数学⑧ 理科⑥ 数学⑨ 社会⑤ 数学⑩ 社会⑥数学⑧ 理科⑥ 数学⑨ 社会⑤ 数学⑩ 社会⑥

13:00～14:15 数学① 数学② 社会① 数学③ 理科② 理科③ 社会② 数学④ 社会③ 数学⑤ 数学⑥ 社会④ 数学⑦数学① 数学② 社会① 数学③ 理科② 理科③ 社会② 数学④ 社会③ 数学⑤ 数学⑥ 社会④ 数学⑦数学① 数学② 社会① 数学③ 理科② 理科③ 社会② 数学④ 社会③ 数学⑤ 数学⑥ 社会④ 数学⑦数学① 数学② 社会① 数学③ 理科② 理科③ 社会② 数学④ 社会③ 数学⑤ 数学⑥ 社会④ 数学⑦ 国語⑤国語⑤国語⑤国語⑤ 数学⑧ 理科⑥ 数学⑨ 社会⑤ 数学⑩ 社会⑥数学⑧ 理科⑥ 数学⑨ 社会⑤ 数学⑩ 社会⑥数学⑧ 理科⑥ 数学⑨ 社会⑤ 数学⑩ 社会⑥数学⑧ 理科⑥ 数学⑨ 社会⑤ 数学⑩ 社会⑥

14:25～15:40 英語① 英語② 理科① 英語③ 国語① 国語② 国語③ 英語④ 理科④ 英語⑤ 英語⑥ 国語④ 英語⑦英語① 英語② 理科① 英語③ 国語① 国語② 国語③ 英語④ 理科④ 英語⑤ 英語⑥ 国語④ 英語⑦英語① 英語② 理科① 英語③ 国語① 国語② 国語③ 英語④ 理科④ 英語⑤ 英語⑥ 国語④ 英語⑦英語① 英語② 理科① 英語③ 国語① 国語② 国語③ 英語④ 理科④ 英語⑤ 英語⑥ 国語④ 英語⑦ 理科⑤理科⑤理科⑤理科⑤ 英語⑧ 国語⑥ 英語⑨ 国語⑦ 英語⑩ 国語⑧英語⑧ 国語⑥ 英語⑨ 国語⑦ 英語⑩ 国語⑧英語⑧ 国語⑥ 英語⑨ 国語⑦ 英語⑩ 国語⑧英語⑧ 国語⑥ 英語⑨ 国語⑦ 英語⑩ 国語⑧

13:00～14:15 数学① 英語② 社会① 英語③ 理科② 理科③ 社会② 英語④ 社会③ 英語⑤ 英語⑥ 社会④ 数学⑦数学① 英語② 社会① 英語③ 理科② 理科③ 社会② 英語④ 社会③ 英語⑤ 英語⑥ 社会④ 数学⑦数学① 英語② 社会① 英語③ 理科② 理科③ 社会② 英語④ 社会③ 英語⑤ 英語⑥ 社会④ 数学⑦数学① 英語② 社会① 英語③ 理科② 理科③ 社会② 英語④ 社会③ 英語⑤ 英語⑥ 社会④ 数学⑦ 国語⑤国語⑤国語⑤国語⑤ 英語⑧ 理科⑥ 英語⑨ 社会⑤ 英語⑩ 社会⑥英語⑧ 理科⑥ 英語⑨ 社会⑤ 英語⑩ 社会⑥英語⑧ 理科⑥ 英語⑨ 社会⑤ 英語⑩ 社会⑥英語⑧ 理科⑥ 英語⑨ 社会⑤ 英語⑩ 社会⑥

14:25～15:40 英語① 数学② 理科① 数学③ 国語① 国語② 国語③ 数学④ 理科④ 数学⑤ 数学⑥ 国語④ 英語⑦英語① 数学② 理科① 数学③ 国語① 国語② 国語③ 数学④ 理科④ 数学⑤ 数学⑥ 国語④ 英語⑦英語① 数学② 理科① 数学③ 国語① 国語② 国語③ 数学④ 理科④ 数学⑤ 数学⑥ 国語④ 英語⑦英語① 数学② 理科① 数学③ 国語① 国語② 国語③ 数学④ 理科④ 数学⑤ 数学⑥ 国語④ 英語⑦ 理科⑤理科⑤理科⑤理科⑤ 数学⑧ 国語⑥ 数学⑨ 国語⑦ 数学⑩ 国語⑧数学⑧ 国語⑥ 数学⑨ 国語⑦ 数学⑩ 国語⑧数学⑧ 国語⑥ 数学⑨ 国語⑦ 数学⑩ 国語⑧数学⑧ 国語⑥ 数学⑨ 国語⑦ 数学⑩ 国語⑧

3年生　オプション講座

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
学年 コース 時間帯 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

9:30～11:00 理科① 英語① 英語② 国語① 英語③理科① 英語① 英語② 国語① 英語③理科① 英語① 英語② 国語① 英語③理科① 英語① 英語② 国語① 英語③ 国語②国語②国語②国語② 英語④ 理科③ 英語⑤ 社会② 英語⑥ 社会③英語④ 理科③ 英語⑤ 社会② 英語⑥ 社会③英語④ 理科③ 英語⑤ 社会② 英語⑥ 社会③英語④ 理科③ 英語⑤ 社会② 英語⑥ 社会③

11:05～12:35 自習 数学① 数学② 社会① 数学③自習 数学① 数学② 社会① 数学③自習 数学① 数学② 社会① 数学③自習 数学① 数学② 社会① 数学③ 理科②理科②理科②理科② 数学④ 国語③ 数学⑤ 国語④ 数学⑥ 自習数学④ 国語③ 数学⑤ 国語④ 数学⑥ 自習数学④ 国語③ 数学⑤ 国語④ 数学⑥ 自習数学④ 国語③ 数学⑤ 国語④ 数学⑥ 自習

9:30～11:00 自習 英語① 英語② 社会① 数学③自習 英語① 英語② 社会① 数学③自習 英語① 英語② 社会① 数学③自習 英語① 英語② 社会① 数学③ 理科②理科②理科②理科② 数学④ 国語③ 数学⑤ 国語④ 数学⑥ 自習数学④ 国語③ 数学⑤ 国語④ 数学⑥ 自習数学④ 国語③ 数学⑤ 国語④ 数学⑥ 自習数学④ 国語③ 数学⑤ 国語④ 数学⑥ 自習

11:05～12:35 理科① 数学① 数学② 国語① 英語③理科① 数学① 数学② 国語① 英語③理科① 数学① 数学② 国語① 英語③理科① 数学① 数学② 国語① 英語③ 国語②国語②国語②国語② 英語④ 理科③ 英語⑤ 社会② 英語⑥ 社会③英語④ 理科③ 英語⑤ 社会② 英語⑥ 社会③英語④ 理科③ 英語⑤ 社会② 英語⑥ 社会③英語④ 理科③ 英語⑤ 社会② 英語⑥ 社会③

※最終日テスト（英数2教科）は8月23日（13：00～14：10）実施

中3

堀川西京嵯峨野特訓

3科集中＆理社集中特訓

堀西
特訓

7月

中3

ＨＳＳ

Ｓ２

Ｓ１

7月

※最終日テスト（英数2教科）は8月23日（19：20～20：30）実施

最最最最
終終終終
日日日日
テテテテ
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中1

ＨＳＳ2

ＨＳＳ1

6月8日現在

中2

ＨＳＳ

Ｓ

最最最最
終終終終
日日日日
テテテテ
スススス
トトトト

7月

お休みお休みお休みお休み

お休みお休みお休みお休み

お休みお休みお休みお休み

8月

8月

8月


