
学年 科目 通塾日 時間

学年 科目 通塾日 時間 学年 科目 通塾日 時間

国語 16:30～17:15 数学 19:00～19:45
算数 17:15～18:00 英語 19:45～20:30
国語 16:30～17:15 国語 19:00～19:45
算数 17:15～18:00 社会 19:45～20:30
算数 16:30～17:15 数学 19:00～19:45
国語 17:15～18:00 英語 19:45～20:30
テスト 16:30～17:15 理科 20:30～21:15
算数 17:15～18:00 英語 19:00～19:45
国語 16:30～17:15 数学 19:45～20:30
社会 17:15～18:00 国語 19:00～19:45
理科 18:00～18:45 社会 19:45～20:30

17:15～18:00 英語 19:00～19:45
18:00～18:45 数学 19:45～20:30

火 16:30～17:15 理科 20:30～21:15
テスト 金 16:30～17:15 理科 19:00～19:45

17:15～18:00 社会 19:45～20:30
18:00～18:45 国語 20:30～21:15

テスト 火 16:30～17:15 数学 19:00～20:30
算数 金 16:30～17:15 英語 20:30～22:00
国語 16:30～17:15 理科 19:00～19:45
社会 18:45～19:30 社会 19:45～20:30
理科 火 17:15～18:45 英語 19:00～20:30
国語 17:15～18:00 国語 20:30～21:15
社会 18:00～18:45 数学 金 19:00～20:30

英語 19:00～20:30
国語 20:30～21:15

学年 科目 通塾日 時間 理科 19:00～19:45
算数 16:30～17:15 社会 19:45～20:30
国語 17:15～18:00 数学 金 19:00～20:30
英語 18:00～18:45 数学 19:00～20:30
英語 16:30～17:15 理科 20:30～21:15
算数 17:15～18:00 英語 19:00～20:30
国語 18:00～18:45 国語 20:30～21:15
算数 16:30～17:15 社会 21:15～22:00
国語 17:15～18:00 理科 19:45～20:30
英語 木 16:30～17:15 数学 20:30～21:15
英語 16:30～17:15 英語 21:15～22:00
算数 17:15～18:00 社会 19:00～19:45
国語 18:00～18:45 国語 19:45～20:30

英語 20:30～21:15
学年 科目 通塾日 時間 数学 21:15～22:00

低学年 算国 月～金 15:45～16:30

※低学年の授業は個別指導となります。
　時間割の設定は個別に相談させて頂きます。

※中学受験をお考えのお子様も、３年生までは共通のコースです。
　公式で解くのではなく、論理を考えさせる教え方です。

２級は高校卒業程度のレベルです。出題形式が、大学入試共通テ
ストに似ているので、受験対策にピッタリです。 水

 19:00
　　～20:30

小６C 水

木小学部（３年生まで）

小６K 火

中３E

火
２級 中１～中２

月

小６SE

時間

金 ３級 小４～小６
３級は中学卒業程度のレベルです。中学校のテスト対策にもなりま
す。２級取得のためのステップコースになります。 水

 17:15
　　～18:45

小５K 火
コース 対象学年 内容 曜日

ウェブページを作るのに欠かせないHTML、CSSの基本から、
JavaScriptを使った本格的なプログラミングまで。ゲーム制作だけ
でなく、ホームページ作成やシステム設計も学べます。水

金

情報Ⅰ
高１
　 ～高３

2025年から大学入試共通テストに追加される「情報Ⅰ」のために、
パソコンを使わない座学形式の授業です。学校の進度に合わせ
て、テストに向けた授業を行います。

ゲーム開発プラットフォームUnityを使った本格的なゲーム制作に
チャレンジ。2Dや3Dのゲーム制作を通して、プログラミングの基礎
を学びましょう。

水・木

19:00
～20:30
または
20:30

～22:00

水

月

中２A

火 HTML
CSS

JavaScript

中１
　 ～高３

個別のため相談

中２E

月小学部（公立中学進学コース）

火

小４K 水 英　検　対　策　講　座

中３S

ロボットプログラミング教材KOOV（ソニーグローバルエデュケー
ションと提携）を使った初心者向けのプログラミングです。
二人一組でロボットを作って動かしてみよう！

水・木
17:15

～18:45

中２S
火

小６E
算数 月

Unity
(ユニティ)

中１
　 ～高３

小６S 算数 月 木 KOOV
(ロボット)

小３
　 ～中３

水 コース 対象学年 内容 曜日 時間

高１
～高３

自由 自由 １コマ/６０分

１コマ/４５分

小４S
水

中１S

月

金 水

令和５年度　時間割表　久宝寺校 学習塾つぼみ
集　　団　　授　　業 個　　別　　指　　導

小学部（中学受験コース） 中学部（高校受験コース）

小５S

月 木

木

中１E

月

小４
～中３

自由 自由

プ　ロ　グ　ラ　ミ　ン　グ　講　座

金

英検２級を持っていると、高校受験の際、英

語の得点が８割保障されます。英語の平均

点が５割なので絶対に有利です！

時間は個別に相談


