
日能研新百合ヶ丘校 2023 年度時間割 
 

学年 クラス 時間 月 火 水 木 金 土 

３
年
生 

予科クラス 
①16:50～18:00    国語 国語  

②18:10～19:20    算数 算数  

◆木曜コース/金曜コースを選択して受講します。3年生は 1科目から受講できます。 

 

 

学年 クラス 時間 月 火 水 木 金 土 

４
年
生 

M2 

月木コース 

①16:50～18:00 算数   社/理   

②18:10～19:20 算数   国語   

M1 

火金コース 

①16:50～18:00  社/理   算数  

②18:10～19:20  国語   算数  

A3 

火金コース 

①16:50～18:00  算数   社/理  

②18:10～19:20  算数   国語  

A2 

月木コース 

①16:50～18:00 算数   国語   

②18:10～19:20 算数   社/理   

A1 

火金コース 

①16:50～18:00  国語   算数  

②18:10～19:20  社/理   算数  

◆月木コース/火金コースを選択して受講。2科目受講は各クラスの国語/算数を受講します。 

 

 

学年 クラス 時間 月 火 水 木 金 土 

５
年
生 

M2 

①16:50～18:00 算数  社会  国語  

②18:10～19:20 算数  理科  国語  

③19:35～20:45 ※算応用力  ※理実践力  ※国記述の礎  

M1 

①16:50～18:00 国語  社会  算数  

②18:10～19:20 国語  理科  算数  

③19:35～20:45 ※国記述の礎  ※理実践力  ※算応用力  

A3 

①16:50～18:00 算数  国語  社会  

②18:10～19:20 算数  国語  理科  

③19:35～20:45 ※算基礎力    ※国記述演習  

A2 

①16:50～18:00 国語  理科  算数  

②18:10～19:20 国語  社会  算数  

③19:35～20:45 ※算基礎力    ※国記述演習  

A1 

①16:50～18:00 算数  国語  理科  

②18:10～19:20 算数  国語  社会  

③19:35～20:45 ※算基礎力    ※国記述演習  

◆通室曜日は月水金で固定されます。2科目受講は各クラスの国語/算数を受講します。 

 



学年 クラス 平日時間 月 火 水 木 金 土曜時間 土 

６
年
生 

M2 

①16:50～18:00  算数 社会 国語  ①14:00～15:10 理科 

②18:10～19:20  算数 社会 国語  ②15:20～16:30 理科 

③19:35～20:45  算数  国語  ③16:40～17:50 算数 

      ④18:00～19:10 算数 

M1 

①16:50～18:00  国語 社会 算数  ①14:00～15:10 算数 

②18:10～19:20  国語 社会 算数  ②15:20～16:30 算数 

③19:35～20:45  国語  算数  ③16:40～17:50 理科 

      ④18:00～19:10 理科 

A3 

①16:50～18:00  算数 ※練成算数 理科  ①14:00～15:10 社会 

②18:10～19:20  算数 ※練成算数 理科  ②15:20～16:30 社会 

③19:35～20:45  算数  ※国記述演習  ③16:40～17:50 国語 

      ④18:00～19:10 国語 

A2 

①16:50～18:00  社会 ※練成算数 理科  ①14:00～15:10 国語 

②18:10～19:20  社会 ※練成算数 理科  ②15:20～16:30 国語 

③19:35～20:45  算数  ※国記述演習  ③16:40～17:50 算数 

      ④18:00～19:10 算数 

A1 

①16:50～18:00  算数 ※練成算数 国語  ①14:00～15:10 算数 

②18:10～19:20  理科 ※練成算数 国語  ②15:20～16:30 算数 

③19:35～20:45  理科  ※国記述演習  ③16:40～17:50 社会 

      ④18:00～19:10 社会 

 

※印の授業はオプション講座です 

＜5年生＞ 

※国記述の礎…「記述の礎」M クラス生を対象とした国語の記述演習講座。必修講座です。 

※国記述演習…「記述演習講座」A クラス生を対象とした国語の記述演習講座。1 クラス設置、申込制です。 

※算応用力…「算数応用力アップ講座」M クラス生を対象とした算数の応用演習講座。必修講座です。 

※算基礎力…「算数基礎力アップ講座」A クラス生を対象とした算数の基礎力アップ講座。1 クラス設置、申込制です。 

※理実践力…「理科実践力アップ講座」M クラス生を対象とした理科の応用講座で隔週実施。必修講座です。 

＜6年生＞ 

※国記述演習…「国語記述演習講座」Aクラス生を対象とした国語の記述力育成のための講座。1クラス設置、申込制です。 

※練成算数…「練成算数教室」A クラス生を対象とした算数の基礎力育成のための講座。1 クラス設置、申込制です。 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 

15:00～18:00 15:00～18:00 休校 15:00～18:00 15:00～18:00 休校 

これからの社会で活躍する子どもたちには、できない問題や困難にぶつかった時に、条件を読み解き(読解力)、自ら考

え(思考力)、知識や経験を活用して(活用力)、他の人にわかりやすく伝える(表現力)ことが求められます。そこで、“考える

力の土台を作る大切な幼児～小学生の時期に適切な学習を”と作られたのが学習教室ガウディアです。 

詳しくは【ガウディア 新百合ヶ丘教室】を検索！ 

 

Ｎ日能研新百合ヶ丘校 電 044(951)2711 

新百合ヶ丘教室 


