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1230 1400社会理科社会 理科社会 理科社会理科 社会理科 社会理科 社会理科社会 理科社会 理科
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1410 1540理科国語理科 算数理科 算数理科国語 理科国語 理科算数 理科国語理科 算数理科 国語国語算数

1550 1720社会理科社会 理科社会 理科社会理科 社会理科 社会理科 社会理科社会 理科社会 理科理科国語

1730 1900算数社会算数 社会算数 社会算数社会 算数社会 算数社会 算数社会算数 社会算数 社会社会国語

1040 1210国語国語国語 理科国語 理科国語理科 国語国語 国語理科 国語理科国語 理科国語 国語算数国語

1210 1230

1230 1400算数算数算数 国語算数 算数算数国語 算数算数 算数算数 算数国語算数 算数算数 算数国語算数

1410 1540国語理科国語 国語国語 国語国語算数 国語理科 国語国語 国語算数国語 国語国語 理科算数国語

1550 1720理科社会理科 社会理科 社会理科社会 理科社会 理科社会 理科社会理科 社会理科 社会社会算数

1730 1900社会算数社会 算数社会 算数社会算数 社会算数 社会算数 社会算数社会 算数社会 算数理科算数

《保護者の皆様へ》

☆ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。   

＊休講日は自習室の利用もできません。
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２０２２年　夏期講習時間割　啓明館横浜駅東口スクール
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☆　　　　　　　は軽食が必要です。「手指消毒」「会話なし」「対面なし」で職員指導のもとでお食事をしていただきます。

☆遅刻や欠席の際は、お手数ですが「サナネット」、もしくは電話で連絡をお願いいたします。
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軽食

軽食

軽食

■小５サマーセミナー（在籍生必修特訓）

日程：8月7日(日)～9日(火) 全3日間

時間帯：9:30～16:10（軽食時間20分）

会場：横浜駅東口スクール

※難関選抜クラス

8/4(木)～8/6(土) 保土ヶ谷会場 もしくは

8/7(日)～8/9(火) 藤沢会場

選抜者には、別途ご案内を配布します。

■小６サマーセミナー（在籍生必修特訓）

日程：8月4日(木)～9日(火)

のうち8月6日は休講 全5日間

時間帯：9:30～16:50（軽食時間20分）

会場：緑園都市スクール

※男女別難関選抜コース

男子：8/4(木)～8/9(火) 8/7は休講

港南台会場

女子：8/4(木)～8/9(火) 8/6は休講

上永谷会場

選抜者には、別途ご案内を配布します。
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