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※TMクラスの社会・理科は105分授業となります。

※4科目・2科目(国語・算数)の受講選択が可能です。ただし、Ｍクラスは原則4科目の受講となります。

※習熟度別の７クラス編成になります。クラス替えは2ヶ月に1度行います(育成テスト・公開模試の総合判定）。

※3コマ目の授業はオプション講座です(国算：A3クラス以上必修制、A1･A2クラス申込制　理：A5･M1クラス必修制）。

　受講の場合は要軽食となります（軽食時間　19:30～19:45）。

19:45 20:55 国OP(申込)

19:30 国語 社会 算数

算OP(申込)

５Ａ１

17:00 18:10 国語 理科 算数

18:20

19:45 20:55 国OP(申込)

算OP(申込)

19:30 国語 理科 算数

算OP

５Ａ２

17:00 18:10 国語 社会 算数

18:20

19:45 20:55 国OP

19:30 社会 国語 算数５Ａ３

17:00 18:10 理科 国語 算数

18:20

19:45 20:55 算OP 国OP

５Ａ４

17:00 18:10 算数 国語 理科

18:20

理OP

17:00 18:10 社会 算数

19:30 算数 国語 社会

国語19:45 20:55 理OP 算数

５Ｍ１

17:00 18:10 算数 国語

19:45 20:55 算数

18:20 19:30 算数 国語

国語

５Ａ５

理科

社会

　学習力育成テスト：月2回
　全国公開模試　　：月1回

　①土曜　 8:45開始
→[2科]11:10終了[4科]12:25終了
　②土曜　14:30開始
→[2科]16:50終了[4科]18:30終了
　③日曜　 8:45開始
→[2科]11:10終了[4科]12:25終了
　④日曜　13:00開始
→[2科]15:20終了[4科]16:30終了

18:20 19:30 算数 国語 社/理

19:45
社会

理科

国語

18:20 19:30 理科 算数 国語

５ＴＭ

17:00 18:10 算数 国語

20:55 算数 国語

※4科目・2科目(国語・算数)の受講選択が可能です。　　　　　　　　　※社会・理科は隔週の実施になります。

※習熟度別の３クラス編成になります。クラス替えは2ヶ月に1度行います(育成テスト・公開模試の総合判定）。

※Ｍクラス、Ａクラスともに曜日の組み合わせが可能です(①火曜＋金曜　②月曜＋水曜、③水曜＋金曜、④月曜＋火曜)

※Ｍクラスは応用クラス、ＴＭクラスは地域選抜クラスです。それぞれ受講資格取得が必要です。

クラス 授業時間(月～金) 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

算数 国語

18:20 19:30 算数 社/理

19:30 算数 国語

４Ａ１
17:00 18:10 算数 国語

18:20 19:30 算数 社/理
４Ａ３

17:00 18:10

４Ｍ１
17:00 18:10 算数 社/理

算数

18:20 19:30 社/理 算数
４Ａ２

17:00 18:10 国語

18:20

算数

18:20 19:30 国語 算数

算数
４Ｍ２

17:00 18:10 社/理

18:20 19:30 国語

４ＴＭ
17:00 18:10 国語 算数

　学習力育成テスト　　　：月2回
　全国公開模試：２～７月：隔月1回
　　　　　　　　９月～　：月1回

　①土曜　 8:45開始
→[2科]10:50終了[4科]11:50終了
　②土曜　14:30開始
→[2科]16:30終了[4科]17:30終了
　③日曜　 8:45開始
→[2科]10:50終了[4科]11:50終了
　④日曜　13:00開始
→[2科]15:00終了[4科]16:00終了

18:20 19:30 社/理 算数

算数

４Ａ４
17:00 18:10 社/理

※[テスト振替時間]②土曜14:30開始→16:30終了③日曜8:45開始→10:50終了④日曜13:00開始→15:00終了⑤月・火曜16:30集合→18:10終了

クラス 授業時間(月～金) 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

３Ｆ１
17:00 18:10 算数

※2科目(国語・算数)か、1科目(国語・算数どちらか)の受講選択が可能です。　　　

※[受講パターン]　①木曜コース　②月曜コース　③各曜日１コマ目の組み合わせ　④各曜日２コマ目の組み合わせ

３Ｆ２
17:00 18:10 国語

　　マイファーストテスト：月1回
　　①土曜　8:45開始→10:50終了
　　※他受験可能時間帯は下記。

18:20 19:30 算数

18:20 19:30 国語

2022年度　日能研たまプラーザ校[予科・本科教室]　時間割

クラス 授業時間(月～金) 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
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※習熟度別の７クラス編成になります。クラス替えは1ヶ月ごとに行います。

※３コマ目の授業がある日は軽食が必要となります(軽食時間　19:30～19:45)。

前期日特…原則　学習力育成テストと同日に実施。

後期日特…詳細は例年５～６月頃にご案内を配付いたします。

後期：志望校別研究講座

入試本番に向けて、「各学校の過去問演習」に取り組んでいただきます。難関校日特および上位校日特では2月1日入試実施校を、合格力
日特では近隣人機校の過去問を取り扱います。なお、一部日特の受講には、受講基準をクリアしていただく必要があります。

設置講座
難関校日特…開成・麻布・武蔵・駒場東邦・慶応普通部・早稲田・桜蔭・女子学院・雙葉・フェリス

上位校日特…海城・攻玉社・サレジオ学院・芝・逗子開成・本郷・桐朋・早稲田高等学院・鷗友・学習院女子・吉祥女子・頌栄・洗足・
横浜共立・横浜雙葉・立教女学院・渋谷渋谷・早稲田実業・中大横浜

合格力完成日特…青山学院、神奈川大附属、法政第二、青山横浜英和、中大横浜、桐蔭学園、桐光学園、森村学園、桜美林、世田谷、都
市大付属、横浜雙葉、大妻、日本女子大、香蘭、田園調布、カリタス、大妻多摩など（2021年度予定）

公立中高一貫校対策講座…都立小石川・武蔵・大泉・桜修館・白鴎・両国・富士・立川国際・南多摩・三鷹、千代田区立九段
※日特は他教室と合同実施。そのため、たまプラーザ校以外での受講となる講座もございます。

2月1日受験校以外の一部学校の過去問演習講座として開講します。
設置講座：浅野・栄光・聖光・筑波大附属駒場・豊島岡・渋谷幕張・明大明治

●日特（入試問題研究特別講座）：前年度参考

後期からの過去問演習に備え、「分野別」に入試問題演習を行います。前期日特は本科授業 ― 育成ﾃｽﾄ ― 入試問題を有機的につないで
授業を行うので、今現在学習していることが入試ではどのような形でどう問われるかを知ることができます。これにより受験学年とし
て、日々の学びと実際に入試とのつながりを意識した受験勉強そのものという学習を進めていくことができます。

設置講座：マスター選抜日特・マスター日特・アドバンス日特・公立中高一貫校対策講座
　　　　　※一部日特は他教室と合同実施。そのため、たまプラーザ校以外での受講となる講座もございます。

18:00 19:10 算数

※TMおよびMクラスのみ後期に社OP(土曜/12:40-13:50)・理OP(水曜/19:45-20:55)があります。

６Ａ１

17:00 18:10

15:20 16:30 理科

19:45 20:55 社会 国OP

18:20 19:30 社会 国語

16:40 17:50 算数

国語

国語 14:00 15:10

14:00 15:10算数 理科

18:00 19:10 社会

国OP 16:40 17:50 社会

算数

算数18:20 19:30 理科 国語 15:20 16:30
６Ａ２

17:00 18:10 理科

６Ａ３

17:00 18:10 国語

19:45 20:55 算数

18:20 19:30 国語

16:40 17:50 算数

18:00 19:10 算数

19:45 20:55 国OP 算数

社会

15:10 理科

18:00 19:10 理科

15:20 16:30 理科

社会 14:00

15:20 16:30 算数

19:45 20:55 国OP 社会 16:40 17:50 理科

社会

６Ａ４

17:00 18:10 国語

６Ａ５

17:00 18:10 算数

算数 14:00 15:10 算数

18:20 19:30 国語 社会

18:00 19:10

15:20 16:30 算数

19:45 20:55 理科 国OP

18:20 19:30 理科 国語

16:40 17:50 社会

16:40 17:50 算数

国語 14:00 15:10 算数

18:00 19:10 算数

６Ｍ１

17:00 18:10 国語 理科

６ＴＭ

算数

19:45 20:55 国語 理OP(後期) 算数

18:20 19:30 国語 理科 算数

19:45 20:55 算数 理OP(後期) 国語

社会

17:00 18:10 算数 理科

16:40

クラス 授業時間(月～金) 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

18:20 19:30 算数 理科 国語

国語

※4科目・2科目(国語・算数)の受講選択が可能です。ただし、Ｍクラスは原則4科目の受講となります。

15:10 社会

テスト

および

日特

入試問題
研究特別
講座あり

15:20 16:30 社会

金曜日 授業時間(土曜日) 土曜日 日曜日

14:00

17:50 算数

18:00 19:10 算数

14:00 15:10 社会

15:20 16:30


