
【算数講座パズル道場】※ご都合の良い曜日をいずれか１つお選び下さい。

クラス

小１・小２

小１～小６

【ロボットプログラミング講座】※隔週実施。しくみKidsはご都合の良い曜日をお選びください。

クラス

しくみＫｉｄｓ

もののしくみ
研究室

ディベロッパー/
マスターコース

【小２】 ９月新規開講！

クラス

算数 15：30～16：10

国語 16：20～17：00

【小３】※ご都合の良い曜日をいずれか１つお選び下さい。（習熟度別ではありません。）

クラス

算数 16：45～17：35 算数 16：45～17：35 算数 16：45～17：35

国語 17：40～18：30 国語 17：40～18：30 国語 17：40～18：30

クラス

算数 16：30～17：20 算数 16：30～17：20

国語 17：25～18：15 国語 17：25～18：15 社会 13：00～13：40

国語 16：30～17：20 算数 16：30～17：20 理科 13：50～14：30

算数 17：25～18：15 国語 17：25～18：15

算数 16：30～17：20 国語 16：30～17：20 理科 13：00～13：40

国語 17：25～18：15 算数 17：25～18：15 社会 13：50～14：30

国語 16：30～17：20 国語 16：30～17：20

算数 17：25～18：15 算数 17：25～18：15

クラス

国語 18：35～19：45 理科 16：30～18：05 国語 18：35～19：45

算数 19：50～21：00 計算 18：05～18：15 算数 19：50～21：00

計算 21：00～21：10 軽食 18：15～18：35 計算 21：00～21：10

フォロー 21：10～21：30 社会 18：35～20：10 フォロー 21：10～21：30

フォロー 20：10～20：30

国語 18：35～19：45 算数 18：35～19：45

算数 19：50～21：00 社会 16：30～18：05 国語 19：50～21：00

計算 21：00～21：10 計算 18：05～18：15 計算 21：00～21：10

フォロー 21：10～21：30 軽食 18：15～18：35 フォロー 21：10～21：30

理科 18：35～20：10

算数 18：35～19：45 フォロー 20：10～20：30 国語 18：35～19：45

国語 19：50～21：00 算数 19：50～21：00

計算 21：00～21：10 計算 21：00～21：10

フォロー 21：10～21：30 フォロー 21：10～21：30

★やむを得ず欠席・遅刻をする場合は、必ずお家の方に連絡をしていただきましょう。
★授業内容・宿題は翌日より廊下に掲示します。欠席した場合は、各自確認してください。

理社１組

理社２組

理社１組

月

理社２組

算数サポート講座
（ハイレベル）
【申込者のみ】
　19:00～20:30

算数
サポート講座

（基本）
【申込者のみ】

　Ａクラス
9:00～10:30
　ＢＣクラス
10:40～12:10

木

宿題チェック・算数パズル
１6：00～16：30

リスニングクラブ
16：30～16：45

おかえり図形トライアル
18：30～18：40

電話０４６（８７１）５７１９
《受付時間》 １３:００～１９:００ （日・祝除く）

土

金 土

14：00～15：0016：20～17：20

15：20～16：50

月 火 水

月 火

リスニングクラブ
16：30～16：45

金 土

【小５】※習熟度別クラスです。

おかえり図形トライアル
18：30～18：40

おかえり図形トライアル
18：30～18：40

★日曜日に模擬テストを実施します。詳しくはスクール月間予定表で確認してください。

金

金
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啓 明 館 逗 子 ス ク ー ル

国語
サポート講座

（基本）
【申込者のみ】
　BCクラス
9:00～10:30
　Aクラス

10:40～12:10

※習熟度別に実施します
ので、時間帯はこちらから

指定いたします。

水

月

火 水 木

木

【小４】※習熟度別クラスです。

小３

宿題チェック・算数パズル
１6：00～16：30

宿題チェック・算数パズル
１6：00～16：30

火 水 木

木火 水

リスニングクラブ
16：30～16：45

小２

月 金 土

17：00～18：00 17：00～18：00 17：00～18：00 17：00～18：00

水 木 金 土

15：50～16：50

※小６生は裏面をご覧ください。

啓明館逗子スクール　2020年度後期時間割（9月～）
2020.8

月 火



クラス

算数 16：50～18：40 算数 16：50～18：40 ICU 13：50～15：20

計算 18：40～18：50 計算 18：40～18：50 計算 15：30～15：40

食事 18：50～19：10 食事 18：50～19：10 国語 15：40～17：30

理科 19：10～21：00 国語 19：10～21：00 社会 17：40～19：30

フォロー 21：00～21：30 フォロー 21：00～21：30 フォロー 19：30～20：00

理科 16：50～18：40 算数 16：50～18：40 ICU 13：50～15：20

計算 18：40～18：50 計算 18：40～18：50 計算 15：30～15：40

食事 18：50～19：10 食事 18：50～19：10 算数 15：40～17：30

国語 19：10～21：00 社会 19：10～21：00 国語 17：40～19：30

フォロー 21：00～21：30 フォロー 21：00～21：30 フォロー 19：30～20：00

国語 16：50～18：40 国語 16：50～18：40 算数鍛練 13：50～15：20

計算 18：40～18：50 計算 18：40～18：50 計算 15：30～15：40

食事 18：50～19：10 食事 18：50～19：10 理科 15：40～17：30

社会 19：10～21：00 算数 19：10～21：00 算数 17：40～19：30

フォロー 21：00～21：30 フォロー 21：00～21：30 フォロー 19：30～20：00

★やむを得ず欠席・遅刻をする場合は、必ずお家の方に連絡をしていただきましょう。
★授業内容・宿題は翌日より廊下に掲示します。欠席した場合は、各自確認してください。

６Ｓ

火

《受付時間》 １３:００～１９:００ （日・祝除く）

啓 明 館 逗 子 ス ク ー ル
電話０４６（８７１）５７１９

【小６】
月 水 木

啓明館逗子スクール　2020年度後期時間割（9月～）
2020.8

★土曜日に隔週テスト、日曜日にサクセス特訓・合格判定模試を実施します。詳しくはスクール月間予定表で確認してください。
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土金


