
中学生のみなさま

　

 ２０１９年度１学期期末テスト（6/17～22の期間に行われる学校対象）対策のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　スクール２１大宮西口教室

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　℡０４８－６４３－７２７１

 　日程  　時間帯 中３宮前 中３植竹 中３　他 　時間帯 中２日進 中２　他 中１　他

6/8（土） 14:00-14:50 ワーク演習 ワーク演習

演習・質問

可能です。

14:00-14:50

演習・質問

可能です。

演習・質問可

能です。

15:00-15:50 　理科 　理科 15:00-15:50

16:00-16:50 　理科 　理科 16:00-16:50 　国語

17:00-17:50 　国語 　国語 17:00-17:50 　理科

18:00-18:50 ワーク演習 ワーク演習 18:00-18:50 　理科

19:15-21:35 　　　　　通常授業

6/9（日） 14:00-14:50 　社会 　社会 演習・質問

可能です。
14:00-14:50 ワーク演習

演習・質問

可能です。

演習・質問可

能です。

15:00-15:50 　社会 　社会 15:00-15:50 ワーク演習

16:15-17:30 北辰対策英数（ＳＵＳＧＳＰ） 16:00-16:50 ワーク演習

17:40-18:55 北辰対策英数（ＳＵＳＧＳＰ） 17:00-17:50 　数学

18:00-18:50 　英語

6/15（土） 14:00-14:50 　英語 　英語 演習・質問

可能です。
14:00-14:50 　社会

演習・質問

可能です。

演習・質問可

能です。

15:00-15:50 　数学 　数学 15:00-15:50 　社会

16:15-17:30 北辰対策理社（ＳＵＳＧＳＰ） 16:00-16:50 ワーク演習

17:40-18:55 北辰対策理社（ＳＵＳＧＳＰ） 17:00-17:50 ワーク演習

19:15-21:35 　　　　　通常授業 18:00-18:50 ワーク演習

6/16（日） 14:30-16:30 　　　　北辰自己採点 14:00-14:50 ワーク演習

演習・質問

可能です。

演習・質問可

能です。

17:00-17:50 ワーク演習 ワーク演習 演習・質問

可能です。
15:00-15:50 ワーク演習

18:00-18:50 ワーク演習 ワーク演習 16:00-16:50 ワーク演習

17:00-17:50 ワーク演習

18:00-18:50 ワーク演習

【表の見方】

1.  科目名が記載されている時間は、学校の試験範囲のポイント解説をいたします。

2.「ワーク演習」は塾のワーク、学校のワークを進める時間です。質問も可能です。

3.「国語」のときは、学校の教科書を必ずお持ちください。

【注意事項】

※早い時間から塾で学習する場合は、事前に軽食をお持ちください。　

※持ち物：塾のワーク、学校のワーク、学校の教科書、その他各自必要なもの。

※駐輪場を利用の場合は、１日につき１回のみのお支払いになりますので、ご注意ください。

                                                                                  　　 以上



中３生のみなさま

　

 ２０１９年度１学期期末テスト（6/24～28の期間に行われる学校対象）対策のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　スクール２１大宮西口教室

  　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　℡０４８－６４３－７２７１

 日程 時間帯 　桜木 与野西 八王子 大宮西 　大成 　馬宮 　三橋 　他 大宮東 与野東

6/15（土） 14:00-14:50                　　　　　 ワーク演習

15:00-15:50
　　　　　　　　　　　　　ワーク演習

16:15-17:30 　　　　　　　　北辰対策理社（ＳＵ・ＳＧ・ＳＰ対象）

17:40-18:55
　　　　　　　　北辰対策理社（ＳＵ・ＳＧ・ＳＰ対象）

19:15-21:35                      　　 通常授業

6/16（日） 14:30-16:30 　　　　　　　　　　　　北辰自己採点

17:00-17:50
 理科  社会  社会  社会  社会  社会  社会

18:00-18:50  理科  社会  社会  社会  社会  社会  社会

6/22（土） 14:00-14:50
　　　　　　　　　ワーク演習  社会  社会

15:00-15:50 　　　　　　　　　ワーク演習  社会  社会

16:00-16:50
　数学  数学  数学  数学  数学  数学

ワーク演習
 国語  国語

17:00-17:50 　英語  英語  英語  国語  国語  国語 ワーク演習  英語  英語

18:00-18:50
　国語  国語  国語  英語  英語  英語

ワーク演習 ワーク演習 ワーク演習

6/23（日） 14:00-14:50  数学  理科  理科  理科  理科  理科  理科 ワーク演習  理科  理科

15:00-15:50  国語  理科  理科  理科  理科  理科  理科 ワーク演習  理科  理科

16:00-16:50  英語 　　　　　　　　　 ワーク演習  数学  数学

17:00-17:50 　　　　　　　　　　　　   ワーク演習

18:00-18:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習

6/24（月） 14:00-14:50  社会

15:00-15:50
 社会

16:00-16:50 ワーク演習

17:00-17:50 ワーク演習

18:00-18:50 ワーク演習

6/25（火） 19:15-21:35
        　　　 通常授業　ＳＰコースの生徒は自習可

【表の見方】

1.  科目名が記載されている時間は、学校の試験範囲のポイント解説をいたします。

2.「ワーク演習」は塾のワーク、学校のワークを進める時間です。質問も可能です。

3.「国語」のときは、学校の教科書を必ずお持ちください。

【注意事項】

※早い時間から塾で学習する場合は、事前に軽食をお持ちください。　

※持ち物：塾のワーク、学校のワーク、学校の教科書、その他各自必要なもの。

※駐輪場を利用の場合は、１日につき１回のみのお支払いになりますので、ご注意ください。

                                                                                  　　 以上



中２生のみなさま

　

 ２０１９年度１学期期末テスト（6/24～28の期間に行われる学校対象）対策のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　スクール２１大宮西口教室

  　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　℡０４８－６４３－７２７１

 日程 時間帯 　桜木 　与野東 　大宮西 　大成 　馬宮 　与野西 　 三橋 　 他

6/15（土） 14:00-14:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習 演習・質問

可能です。
15:00-15:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習

16:00-16:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習

17:00-17:50 　英語 　英語 　英語 　英語 　英語 　英語 　数学

18:00-18:50 　数学 　国語 　国語 　国語 　国語 　国語 　英語

6/16（日） 14:00-14:50 　　　　　　　　 　　　　　ワーク演習 演習・質問

可能です。
15:00-15:50 　社会 　社会 　社会 　社会 　社会 　社会 　ワーク演習

16:00-16:50 　社会 　社会 　社会 　社会 　社会 　社会 　ワーク演習

17:00-17:50                            ワーク演習 　社会

18:00-18:50                            ワーク演習 　社会

6/22（土） 14:00-14:50 　国語 　　　　　　　  　ワーク演習 　理科 演習・質問

可能です。
15:00-15:50 　国語 　数学 　数学 　数学 　数学　 　数学 　理科

16:00-16:50 　理科 　　　　　　　　　ワーク演習 　国語

17:00-17:50 　理科 　　　　　　　　　ワーク演習

18:00-18:50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習

6/23（日） 14:00-14:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習 演習・質問

可能です。
15:00-15:50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習

16:00-16:50 ワーク演習 　理科 　理科 　理科 　理科 　理科 　ワーク演習

17:00-17:50 ワーク演習 　理科 　理科 　理科 　理科 　理科 　ワーク演習

18:00-18:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習

6/24（月） 19:15-21:15

    　　　　　　　　　　　　 通常授業
演習・質問

可能です。

6/25（火） 14:00-22:00

　　　　　　　　　　　　　　自習室利用可
演習・質問

可能です。

6/26（水） 19:15-21:15

　　　　　　　　　通常授業（ＳＰコース生は自習可）
演習・質問

可能です。

【表の見方】

1.  科目名が記載されている時間は、学校の試験範囲のポイント解説をいたします。

2.「ワーク演習」は塾のワーク、学校のワークを進める時間です。質問も可能です。

3.「国語」のときは、学校の教科書を必ずお持ちください。

【注意事項】

※早い時間から塾で学習する場合は、事前に軽食をお持ちください。　

※持ち物：塾のワーク、学校のワーク、学校の教科書、その他各自必要なもの。

※駐輪場を利用の場合は、１日につき１回のみのお支払いになりますので、ご注意ください。

                                                                                  　　 以上



中１生のみなさま

　

 ２０１９年度１学期期末テスト（6/24～28の期間に行われる学校対象）対策のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　スクール２１大宮西口教室

  　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　℡０４８－６４３－７２７１

 日程 時間帯 　　桜木 　　与野東 　　大宮西 　　馬宮 　　三橋 　　　他

6/15（土） 14:00-14:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習 演習・質問可能

です。
15:00-15:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習

16:00-16:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習

17:00-17:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習

18:00-18:50 　　　　　　　　　　　　　 ワーク演習

6/16（日） 14:00-14:50 　　理科 　　社会 　　理科 　　社会 　　社会 演習・質問可能

です。
15:00-15:50 　　理科 　　社会 　　理科 　　社会 　　社会

16:00-16:50 　　社会 　　理科 　　社会 　　理科 　　理科

17:00-17:50 　　社会 　　理科 　　社会 　　理科 　　理科

18:00-18:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習

6/22（土） 14:00-14:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習 演習・質問可能

です。
15:00-15:50 　　国語 　　英語 　　英語 　　英語 　ワーク演習

16:00-16:50 　　英語 　　国語 　　国語 　　国語 　　英語

17:00-17:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習 　　国語

18:00-18:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習

6/23（日） 14:00-14:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習 演習・質問可能

です。
15:00-15:50 　　数学 　ワーク演習 　　数学 　ワーク演習 　ワーク演習

16:00-16:50 　ワーク演習 　　数学 　　ワーク演習 　　数学 　　数学

17:00-17:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習

18:00-18:50 　　　　　　　　　　　　　　ワーク演習

6/24（月） 19:15-21:15     　　　　　　　　　　　　 通常授業

6/25（火） 14:00-22:00 　　　　　　　　　　　　　　自習室利用可

6/26（水） 19:15-21:15 　　　　　　　　　　　通常授業内テスト対策実施

【表の見方】

1.  科目名が記載されている時間は、学校の試験範囲のポイント解説をいたします。

2.「ワーク演習」は塾のワーク、学校のワークを進める時間です。質問も可能です。

3.「国語」のときは、学校の教科書を必ずお持ちください。

【注意事項】

※早い時間から塾で学習する場合は、事前に軽食をお持ちください。　

※持ち物：塾のワーク、学校のワーク、学校の教科書、その他各自必要なもの。

※駐輪場を利用の場合は、１日につき１回のみのお支払いになりますので、ご注意ください。

                                                                                  　　 以上


