
 
栂校 ライブ配信授業時間割【５／２１～５／２７（５月３週目）】 

 

注意点 
 

※受講している科目の授業日時にマーカーペンで線を引いてください。 
※受講している科目の授業が実施されている日時に、該当教室のライブ授業に 
ログインしてください。（講師の配置の都合上、和泉中央校の教室で実施する授業 
がありますが、栂校の講師が授業を担当します。） 

※９０分授業は５０分×２回に分けて（７０分授業は４０分×２回に分けて） 
実施します。⑤と⑥の両方の授業に出席してください。 

（中３演習コースは７５分授業で実施します。） 
※欠席や振替の際は、お通いの校舎にお電話でご連絡ください。 
 
 
 
 ｼﾞｭﾆｱ道場      ３週目  ５／２３（土）１４：００～１４：３０ 栂校 教室４ 
（小２・３）     

 

 

小 ４   国語Ａ ３週目⑤ ５／２１（木）１７：００～１７：４０ 栂校 教室４ 
 
算数Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）１７：００～１７：４０ 栂校 教室１ 
 
国語Ａ ３週目⑥ ５／２３（土）１６：００～１６：４０ 栂校 教室１ 
 
算数Ａ ３週目⑥ ５／２５（月）１７：００～１７：４０ 栂校 教室１ 

 
 
小 ５   国語Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）１８：００～１８：５０ 栂校 教室４ 

 
算数Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）１７：００～１７：５０ 栂校 教室２ 
英語Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）１８：００～１８：４０ 栂校 教室２  
 
国語Ａ ３週目⑥ ５／２５（月）１７：００～１７：５０ 栂校 教室４ 
 
英語Ａ ３週目⑥ ５／２６（火）１８：００～１８：４０ 栂校 教室１ 
 
算数Ａ ３週目⑥ ５／２７（水）１８：００～１８：５０ 栂校 教室２ 

 
 
小 ６   国語Ａ ３週目⑤ ５／２１（木）１８：００～１８：５０ 栂校 教室４ 

 
算数Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）１８：００～１８：５０ 栂校 教室１ 
 
英語Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）１７：００～１７：４０ 栂校 教室１ 
国語Ａ ３週目⑥ ５／２３（土）１８：００～１８：５０ 栂校 教室１ 
 
算数Ａ ３週目⑥ ５／２５（月）１８：００～１８：５０ 栂校 教室１  
 
英語Ａ ３週目⑥ ５／２６（火）１９：００～１９：４０ 栂校 教室１ 

 
 
 



中 １   英語Ｂ ３週目⑤ ５／２１（木）１６：００～１６：５０ 栂校 教室２ 

国語Ｂ ３週目⑤ ５／２１（木）２０：００～２０：５０ 栂校 教室２ 

数学Ｂ ３週目⑤ ５／２１（木）２１：００～２１：５０ 栂校 教室２ 
 

数学Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）１６：００～１６：５０ 栂校 教室２ 

国語Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）１９：００～１９：５０ 栂校 教室３ 

英語Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）２０：００～２０：５０ 栂校 教室３ 
 

数学Ｃ ３週目⑤ ５／２３（土）１６：００～１６：５０ 栂校 教室２ 

理科Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）１７：００～１７：５０ 栂校 教室３ 

社会Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）２０：００～２０：５０ 栂校 教室４ 

英語Ｃ ３週目⑤ ５／２３（土）２１：００～２１：５０ 栂校 教室１ 
 

数学Ａ ３週目⑥ ５／２５（月）１６：００～１６：５０ 栂校 教室２ 

英語強化 １講座  ５／２５（月）１７：００～１８：２０ 栂校 教室３ 

※英語強化コースがオンライン授業でスタートします。受講者は出席してください。 

英語Ａ ３週目⑥ ５／２５（月）２０：００～２０：５０ 栂校 教室３ 

国語Ｂ ３週目⑥ ５／２５（月）２１：００～２１：５０ 栂校 教室４ 
 

英語Ｂ ３週目⑥ ５／２６（火）１６：００～１６：５０ 栂校 教室２ 

理科Ａ ３週目⑥ ５／２６（火）１７：００～１７：５０ 栂校 教室３ 

社会Ａ ３週目⑥ ５／２６（火）２０：００～２０：５０ 栂校 教室４ 

数学Ｂ ３週目⑥ ５／２６（火）２１：００～２１：５０ 栂校 教室２ 
 

数学Ｃ ３週目⑥ ５／２７（水）１７：００～１７：５０ 栂校 教室２ 

国語Ａ ３週目⑥ ５／２７（水）１８：００～１８：５０ 栂校 教室３ 

英語Ｃ ３週目⑥ ５／２７（水）２０：００～２０：５０ 栂校 教室１ 
 
 

中 ２   英語Ｃ ３週目⑤ ５／２１（木）１７：００～１７：５０ 栂校 教室２ 

数学Ｃ ３週目⑤ ５／２１（木）２０：００～２０：５０ 栂校 教室１ 

国語Ａ ３週目⑤ ５／２１（木）２１：００～２１：５０ 栂校 教室１ 
 

英語Ｂ ３週目⑤ ５／２２（金）１７：００～１７：５０ 栂校 教室３ 

数学Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）１８：００～１８：５０ 栂校 教室２ 

数学Ｂ ３週目⑤ ５／２２（金）２０：００～２０：５０ 栂校 教室２ 

英語Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）２１：００～２１：５０ 栂校 教室３ 
 

国語Ａ ３週目⑥ ５／２３（土）１５：００～１５：５０ 栂校 教室１ 

社会Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）１８：００～１８：５０ 栂校 教室４ 

理科Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）２１：００～２１：５０ 栂校 教室３ 
 

英語Ｂ ３週目⑥ ５／２５（月）１６：００～１６：５０ 栂校 教室３ 

数学Ａ ３週目⑥ ５／２５（月）１８：００～１８：５０ 栂校 教室２ 

国語Ｂ ３週目⑤ ５／２５（月）１９：００～１９：５０ 栂校 教室２ 

数学Ｂ ３週目⑥ ５／２５（月）２０：００～２０：５０ 栂校 教室２ 

英語Ａ ３週目⑥ ５／２５（月）２１：００～２１：５０ 栂校 教室３ 

 

中２の時間割は、次のページに続きます。 



中 ２   英語Ｃ ３週目⑥ ５／２６（火）１７：００～１７：５０ 栂校 教室２ 

社会Ａ ３週目⑥ ５／２６（火）１８：００～１８：５０ 栂校 教室４ 

数学Ｃ ３週目⑥ ５／２６（火）２０：００～２０：５０ 栂校 教室２ 

理科Ａ ３週目⑥ ５／２６（火）２１：００～２１：５０ 栂校 教室３ 
 

英語強化 １講座  ５／２７（水）１８：００～１９：２０ 栂校 教室４ 

※英語強化コースがオンライン授業でスタートします。受講者は出席してください。 

国語Ｂ ３週目⑥ ５／２７（水）２１：００～２１：５０ 栂校 教室３ 
 
 

中 ３   数学Ｂ ３週目⑤ ５／２１（木）１９：００～１９：５０ 栂校 教室３ 

理科Ｂ ３週目⑤ ５／２１（木）２０：００～２０：５０ 栂校 教室３ 

数学Ａ ３週目⑤ ５／２１（木）２１：００～２１：５０ 栂校 教室４ 
 

数学Ｃ ３週目⑤ ５／２２（金）１６：００～１６：５０ 栂校 教室１ 

英語Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）１６：００～１６：５０ 栂校 教室４ 

国語Ａ ３週目⑤ ５／２２（金）１７：００～１７：５０ 栂校 教室４ 

英語Ｃ ３週目⑤ ５／２２（金）１９：００～１９：５０ 栂校 教室４ 

数学Ａ ３週目⑥ ５／２２（金）２１：００～２１：５０ 栂校 教室２  

国語Ｃ ３週目⑤ ５／２２（金）２１：００～２１：５０ 栂校 教室４ 
 

社会Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）１７：００～１７：５０ 栂校 教室４ 

理科Ｃ ３週目⑤ ５／２３（土）１８：００～１８：５０ 栂校 教室３ 

英語Ｂ ３週目⑤ ５／２３（土）１９：００～１９：５０ 栂校 教室２ 

国語Ｂ ３週目⑤ ５／２３（土）２０：００～２０：５０ 栂校 教室２ 

理科Ａ ３週目⑤ ５／２３（土）２０：００～２０：５０ 栂校 教室３ 

社会Ｃ ３週目⑤ ５／２３（土）２１：００～２１：５０ 栂校 教室４ 
 

数学Ｃ ３週目⑥ ５／２５（月）１６：００～１６：５０ 栂校 教室１ 

数学Ｂ ３週目⑥ ５／２５（月）１７：００～１７：５０ 栂校 教室２ 

英語Ｃ ３週目⑥ ５／２５（月）１９：００～１９：５０ 栂校 教室４ 

理科Ｂ ３週目⑥ ５／２５（月）２０：００～２０：５０ 栂校 教室１ 

国語Ｃ ３週目⑥ ５／２５（月）２０：００～２０：５０ 栂校 教室４ 

社会Ｂ ３週目⑤ ５／２５（月）２１：００～２１：５０ 栂校 教室１ 
 

社会Ａ ３週目⑥ ５／２６（火）１７：００～１７：５０ 栂校 教室４ 

理科Ｃ ３週目⑥ ５／２６（火）１８：００～１８：５０ 栂校 教室３ 

理科Ａ ３週目⑥ ５／２６（火）２０：００～２０：５０ 栂校 教室３ 

社会Ｃ ３週目⑥ ５／２６（火）２１：００～２１：５０ 栂校 教室４ 
 

英語Ｂ ３週目⑥ ５／２７（水）１６：００～１６：５０ 栂校 教室１ 

国語Ａ ３週目⑥ ５／２７（水）１７：００～１７：５０ 栂校 教室３ 

国語Ｂ ３週目⑥ ５／２７（水）２０：００～２０：５０ 栂校 教室４ 

英語Ａ ３週目⑥ ５／２７（水）２１：００～２１：５０ 栂校 教室１ 

社会Ｂ ３週目⑥ ５／２７（水）２１：００～２１：５０ 栂校 教室４ 
 

中３の時間割は、次のページに続きます。 



中３演習 中３演習コースの授業は、ＢクラスとＣクラスを合併します。 

理科ＢＣ ５月１回目 ５／２３（土）１５：００～１６：１５ 栂校 教室３ 

社会Ａ   ５月１回目 ５／２３（土）１５：００～１６：１５ 栂校 教室４ 

 

理科Ａ   ５月１回目 ５／２４（日）１３：００～１４：１５ 和泉中央校 教室４ 

社会ＢＣ  ５月１回目 ５／２４（日）１３：００～１４：１５ 和泉中央校 教室３ 

国語Ａ    ５月１回目 ５／２４（日）１４：３０～１５：４５ 栂校 教室１ 

英語ＢＣ  ５月１回目 ５／２４（日）１４：３０～１５：４５ 栂校 教室２ 

数学Ａ    ５月１回目 ５／２４（日）１７：００～１８：１５ 栂校 教室１ 

国語ＢＣ  ５月１回目 ５／２４（日）１７：００～１８：１５ 栂校 教室２ 

英語Ａ    ５月１回目 ５／２４（日）１８：３０～１９：４５ 栂校 教室１ 

数学ＢＣ  ５月１回目 ５／２４（日）１８：３０～１９：４５ 栂校 教室２ 

 

◎中３土曜選抜Ｖ特訓講座第Ⅰターム第１～３講座はオンラインによるライブ授業で実施 

◎いたします。 

 実施日時 

 第１講座…５／２３（土）１１：００～１２：２０ 英語または数学 

第１講座…５／３０（土）１１：００～１２：２０ 英語または数学 
 

第２講座…６／ ６（土）１１：００～１２：２０ 英語または数学 

第２講座…６／１３（土）１１：００～１２：２０ 英語または数学 
 

第３講座…６／２０（土）１１：００～１２：２０ 英語または数学 

第３講座…６／２７（土）１１：００～１２：２０ 英語または数学 
 

 ※当日はＶ特訓担当講師の所属する校舎の教室にログインすることになります。実施教室の 

※ＩＤやパスワード、実施教科などの詳細は、５／２０前後にご家庭にお届けするダイレクト 

※メールに同封されたＶ特訓講座の案内プリントをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


