
中３S 定期テスト対策　スケジュール表 《新曽中》 サイエイスクール北戸田校
電話　048-434-2525

5/8 (日) 5/9 (月) 5/10 (火) 5/11 (水) 5/12 (木) 5/13 (金) 5/14 (土)

13：00～17：05 ワーク演習

行事

19：15～20：00 iワーク英語 ワーク演習 ワーク演習

18：20～19：05 ワーク演習

20：55～21：40 iワーク数学 ワーク演習 英語

20：05～20：50 iワーク英語 ワーク演習 国語

行事

5/17 (火) 5/18 (水) 5/19 (木) 5/20 (金) 5/21 (土)

18：20～19：05 ワーク演習

13：00～17：05 ワーク演習

20：05～20：50 社会・歴史 ワーク演習 理科・地学 ワーク演習 ワーク演習

19：15～20：00 ワーク演習 数学 理科・物理 ワーク演習 ワーク演習

5/22 (日) 5/23 (月) 5/24 (火) 5/25 (水) 5/26 (木) 5/27 (金) 5/28 (土)

20：55～21：40 社会・地理 ワーク演習 理科・生物 ワーク演習

13：00～17：05

行事 通常授業再開

19：15～20：00 ワーク演習 ワーク演習 ワーク演習 国語 理社演習

18：20～19：05

20：55～21：40 ワーク演習 ワーク演習 ワーク演習 英語 社会

20：05～20：50 ワーク演習 ワーク演習 ワーク演習 国語 理科

5/29 (日) 5/30 (月) 5/31 (火) 6/1 (水) 6/2 (木) 6/3 (金) 6/4 (土)
修学旅行 行事 修学旅行 修学旅行 英語検定

18：20～19：05

13：00～17：05

20：05～20：50 英語 iワーク国語 iワーク理科

19：15～20：00 英語 iワーク国語 iワーク社会

通常授業 曜日・時間帯が変更になっています。必ず確認してください。5/27(金)より通常授業に戻ります。

iワーク授業 iワークを持参して下さい。ｉワークを忘れると受講できません。通常授業で受講している教科のみ参加できます。

休塾日 休塾日

20：55～21：40 数学 iワーク数学 iワーク理科

ワーク演習 学校のワーク(５教科)や教科書などを持参し、問題を解く時間です。全員参加です。

対策授業 学校ごとに５教科で実施。全員参加です。国数英は必修、理社は選択です。受ける必要がない場合は、ワーク演習になります。

直前演習 試験1週間前より18：20スタートです。暗記演習や過去問演習を実施します。

休塾日 休塾日

13：00
～

21：00
校舎ＯＰＥＮ

17：00
～

21：00
校舎ＯＰＥＮ

13：00
～

21：00
校舎ＯＰＥＮ

17：00
～

21：00
校舎ＯＰＥＮ

ワーク演習

5/15 (日) 5/16 (月)



中３S 定期テスト対策　スケジュール表 《新曽中》 サイエイスクール北戸田校
電話　048-434-2525

6/5 (日) 6/6 (月) 6/7 (火) 6/8 (水) 6/9 (木) 6/10 (金) 6/11 (土)

13：00～17：05 ワーク演習

行事

ワーク演習
19：15～20：00 iワーク英語 ワーク演習 ワーク演習

18：20～19：05

ワーク演習 ワーク演習
20：55～21：40 iワーク数学 ワーク演習 ワーク演習

学力診断テスト
18：00～21：4020：05～20：50 iワーク英語

6/18 (土)
行事 実技テスト

6/12 (日)

13：00～17：05

6/13 (月) 6/14 (火) 6/15 (水) 6/16 (木) 6/17 (金)

19：15～20：00 社会・歴史 数学

ワーク演習
18：20～19：05 ワーク演習

20：55～21：40 ワーク演習 国語

理科・物理 英語 ワーク演習
20：05～20：50 社会・地理 数学 理科・地学 英語 ワーク演習

理科・生物 国語 ワーク演習

6/19 (日) 6/20 (月) 6/21 (火) 6/22 (水) 6/23 (木) 6/24 (金) 6/25 (土)

13：00～17：05 ワーク演習

行事

直前演習 直前演習 直前演習
19：15～20：00 ワーク演習 ワーク演習 直前演習 直前演習 直前演習

18：20～19：05

直前演習 直前演習 直前演習
20：55～21：40 ワーク演習 ワーク演習 直前演習 直前演習 直前演習

20：05～20：50 ワーク演習 ワーク演習

6/26 (日) 6/27 (月) 6/28 (火) 6/29 (水) 6/30 (木) 7/1 (金) 7/2 (土)
行事 期末テスト 期末テスト 漢字検定

18：20～19：05 直前演習 直前演習 直前演習

13：00～17：05

直前演習 国語 理社演習
20：05～20：50 直前演習 直前演習 直前演習 国語 理科

19：15～20：00 直前演習 直前演習

直前演習 数学 社会

通常授業 曜日・時間帯が変更になっています。必ず確認してください。7/1(金)より通常授業に戻ります。

iワーク授業 iワークを持参して下さい。ｉワークを忘れると受講できません。通常授業で受講している教科のみ参加できます。

13：00
～

21：00
校舎ＯＰＥＮ

17：00
～

21：00
校舎ＯＰＥＮ

20：55～21：40 直前演習 直前演習

ワーク演習 学校のワーク(５教科)や教科書などを持参し、問題を解く時間です。全員参加です。

対策授業 学校ごとに５教科で実施。全員参加です。国数英は必修、理社は選択です。受ける必要がない場合は、ワーク演習になります。

直前演習 試験1週間前より18：20スタートです。暗記演習や過去問演習を実施します。

休塾日 休塾日

休塾日 休塾日

13：00
～

21：00
校舎ＯＰＥＮ

17：00
～

21：00
校舎ＯＰＥＮ


