
 
 

 

 

 

 

  通常授業も７月１９日（水）で終了し、７月２２日（土）から夏期講座が始まります。小６・中３の 

受験生にとっては「勝負の夏」を迎えます。誰もが受験を意識してよりいっそう勉強に取り組むこの時 

期、まとまった時間を活用してどれだけ頑張れるかが、今後の飛躍につながります。苦手分野を中心に 

自分の課題を明確にして、計画的に勉強しましょう。非受験学年でもこの１学期、得意・不得意が明確 

になってまいりました。この夏は苦手科目を克服する最大のチャンスです。わからないところをわから 

ないままにせず、「わかる」「できる」自分に変身しましょう！ 

 

  ★重要！ 「志賀高原夏季合宿」にご参加の方へ 

 

    当初のご案内では、成城教室の生徒は登戸教室前からの出発・帰着でございましたが、この度 

   新たに成城教室からの出発を設けました。大型観光バス１台を成城教室の生徒・職員で利用いた 

   します。 

    予定としましては、 

      ◆８月４日（金） 

 集合場所 ひのき成城教室 

        集合時間  ７時４５分（予定） 

        出発時間  ８時００分～８時１０分（予定） 

      ◆８月８日（火） 

        帰着時間 １７時３０分（予定） 

        解散場所 ひのき成城教室前 

      ◆引率教師 

ひのき専任教師（加藤・今林・有安） ３名 

女子大生（加藤の教え子で成城教室卒業生）２名 計５名 

     詳しくは７月下旬にお送りする夏季合宿のご案内をご覧ください。 

 

★夏期講座期間中にお休みされた方の補講について 

 

    夏期講座期間中に日光林間学校や習い事等でお休みされた方を対象に補講を実施いたします。 

   ◆補講日程 

     朝の部   ８：４５～１０：１５ 7/24～26・7/28～8/1・8/18～22・8/24～28 

     夕方の部 １７：００～１８：３０ 7/25・7/28・7/30・8/1・8/18・20・22・25・27 

 

   ◆お休みされる日数により補講日数を決めさせていただきます。 

   ◆詳しくは別紙のご案内をご覧ください。 

 

 

成城教室 お知らせ 



★今後の予定 

 

     ７月１６日（日）・・・７月月例テスト 

     ７月１７日（月）・・・「海の日」全学年お休みとなります。 

     ７月１９日（水）・・・通常授業最終日 

     ７月２０日（木）・・・お休み 

     ７月２１日（金）・・・教室受付 １３：００～１８：００ 

 

     ７月２２日（土）・・・夏期講座Ａ日程開始 

     ７月２６日（水）・・・夏期講座Ａ日程終了 

     ７月２７日（木）・・・お休み 

     ７月２８日（金）・・・夏期講座Ｂ日程開始 

     ８月 １日（火）・・・夏期講座Ｂ日程終了 

 

     ８月 ２日（水）・・・お休み 

     ８月 ３日（木）・・・夏季合宿 教師ミーティング 

 

     ８月 ４日（金）～ ８日（火）・・・「小５・小６・中３志賀高原夏季合宿」 

 

     ８月 ９日（水）～１６日（水）・・・お休み 

     ８月１７日（木）・・・教室受付 １３：００～１８：００ 

 

     ８月１８日（金）・・・夏期講座Ｃ日程開始 

     ８月２２日（火）・・・夏期講座Ｃ日程終了 

     ８月２３日（水）・・・お休み 

     ８月２４日（木）・・・夏期講座Ｄ日程開始 

     ８月２８日（月）・・・夏期講座Ｄ日程終了 

 

     ８月２９日（火）・・・夏期総括テスト（８月月例テスト） 

 

     ８月３０日（水）・・・教室受付 １３：００～１８：００ 

     ８月３１日（木）・・・教室受付 １３：００～１８：００ 

     ９月 １日（金）・・・第３期通常授業開始日 

 

★夏期講座時間割 

 

 ◆学年ごとの時間割を確認してください。 

 ◆持ち物 筆記用具・ノート・飲み物・軽食（必要な場合） 

        ※軽食は予めご用意ください。休憩時間中の買物は禁止といたします。 

        ※飲み物はペットボトル・水筒など蓋のあるものをご用意ください。（缶・紙パックは不可） 

        ※テキストは初回の授業で配布いたします。 

★お休み期間中の連絡先 

加藤メールアドレス kato@hinoki-net.com 



        ※教室内は常時エアコンをかけますので、必要であればひざ掛けやカーディガンをご用意 

         ください 

 

夏期講座時間割 A 日程 7/22～7/26 B 日程 7/28～8/1 

★7/27 はお休みとなります。★Lepton（小学生英語）につきましては別途ご連絡いたします。 

学年 時間 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 

小２チャレンジ 15:00～16:00 国語 算数 国語 算数 国語      

小３チャレンジ 15:00～16:00      算数 国語 算数 国語 算数 

小４アタック 

OP・・オプション 

15:00～16:00 OP 算数 OP 算数 OP 算数 OP 算数 OP 算数      

13:50～14:50      理科 社会 理科 社会 理科 

15:00～16:30      算数 国語 算数 国語 算数 

小５アタック 

10:30～12:30 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 

12:50～14:50 理科 社会 理科 社会 理科 社会 理科 社会 理科 社会 

小６アタック 

★国算理社は 

2 号館で実施 

10:30～12:30 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 

12:50～14:50 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 

15:00～17:00 理科 社会 理科 社会 理科 社会 理科 社会 理科 社会 

17:10～18:40 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 

小４プライム 13:20～14:50 国語 算数 国語 算数 国語      

小５プライム 13:20～14:50      国語 算数 国語 算数 国語 

小６プライム 

13:20～14:50 算数 国語 算数 国語 算数      

17:10～18:40 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 

中１プライム 

17:40～19:10 国語  国語  国語      

19:30～21:30 英語 数学 英語 数学 英語      

中２プライム 

17:40～19:10       国語  国語  

19:30～21:30      数学 英語 数学 英語 数学 

中３プライム 

★当初のご案

内と一部時間

割を変更いた

します。予めご

了承ください。 

15:00～18:10 

途中 10 分休憩 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

18:30～21:40 

途中 10 分休憩 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

15:00～17:00  国語  国語  国語  国語  国語 

17:10～19:10  社会  社会  理科  理科  理科 

19:30～21:30  理科  理科  社会  社会  社会 



 

夏期講座時間割 C 日程 8/18～8/22 D 日程 8/24～8/28 

★8/23 はお休みとなります。★Lepton（小学生英語）につきましては別途ご連絡いたします。 

 

 ★８月２９日（火）は夏期講座総括テストとなります。 

  試験時間の詳細につきましては、後日ご案内いたします。 

学年 時間 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 

小２チャレンジ 15:00～16:00 算数 国語 算数 国語 算数      

小３チャレンジ 15:00～16:00      国語 算数 国語 算数 国語 

小４アタック 

13:50～14:50      社会 理科 社会 理科 社会 

15:00～16:30      国語 算数 国語 算数 国語 

小５アタック 

10:30～12:30 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 

12:50～14:50 社会 理科 社会 理科 社会 理科 社会 理科 社会 理科 

小６アタック 

★国算理社は 

2 号館で実施 

10:30～12:30 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 

12:50～14:50 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 算数 国語 

15:00～17:00 社会 理科 社会 理科 社会 理科 社会 理科 社会 理科 

17:10～18:40 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 

小４プライム 13:20～14:50 算数 国語 算数 国語 算数      

小５プライム 13:20～14:50      算数 国語 算数 国語 算数 

小６プライム 

13:20～14:50 国語 算数 国語 算数 国語      

17:10～18:40 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 公立対策 

中１プライム 

17:40～19:10  国語  国語       

19:30～21:30 数学 英語 数学 英語 数学      

中２プライム 

17:40～19:10      国語  国語  国語 

19:30～21:30 数学 英語 数学 英語 数学 英語 数学 英語 数学 英語 

中３プライム 

★当初のご案

内と一部時間

割を変更いた

します。予めご

了承ください。 

15:00～18:10 

途中 10 分休憩 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 
 

Ⅰ組英語 

Ⅱ組数学 

18:30～21:40 

途中 10 分休憩 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 
 

Ⅰ組数学 

Ⅱ組英語 

15:00～17:00 国語  国語  国語  国語  国語  

17:10～19:10 理科  理科  理科  理科  理科  

19:30～21:30 社会  社会  社会  社会  社会  


