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夏期講習会概要
謹啓

皆様いかがお過ごしでしょうか。夏期講習会の詳細が決定いたしましたので、お知らせいたします。

クアラルンプール校では、「対面授業（小1・小2スーパーキッズ・小3受験科・小4受験科国算及び個別指導）」と「オンライン授業（ZOOM）」を実施いたします。

早稲田アカデミーでは、講習会を基本的に年間カリキュラムの一部に組み込んでおります。通常授業と比べて、短期間に数か月分の授業時間（受験学年は２～

3か月分に相当）を確保できる講習会は、飛躍的な成績向上を目指すことが出来る重要な期間と考えるからです。もちろん海外ならではの体験もしたい夏休み

ですから、全ての期間に参加することは難しいかもしれません。その場合にも細かな期間選択/科目選択が可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

夏期講習会が始まると、早稲田アカデミーでは講師への質問をする生徒が増え教室が活発になります。受験直前になったときに、「夏にあれだけ頑張ったのだか

ら自分は乗り越えられる！！」と胸を張って言える夏休みにするべく、最高水準の授業をご提供します。皆様のご参加を、講師一同お待ち申し上げております。

謹白

期間 第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期 ＊テスト

開始日 7月26日(火) 7月31日(日) 8月5日(金) 8月20日(土) 8月25日(木)
①9月3日(土)

②9月4日(日)
終了日 7月29日(金) 8月3日(水) 8月8日(月) 8月23日(火) 8月28日(日)

夏期講習会日程 （8月9日(火)から8月19日(金)まで、8月29日(月)から9月2日(金)までは夏期休校となります。）

＊夏期講習会後実施のテスト種類と費用

学年・コース テスト種類 実施日 費用・受験資格

小2スーパーキッズ 夏のチャレンジテスト 9月3日(土) 塾生のみ受験可

小3～小6公立科 スタンダードテスト 9月3日(土) RM90(通常授業受講生無料）

小4受験科 YT組分けテスト 9月3日(土) KL在住塾生のみ受験可

小5～小6受験科 YT組分けテスト 9月4日(日) KL在住塾生のみ受験可

小6受験科 NN志望校別オープン模試 9月3日(土) 無料(要事前申込)

学年 テスト種類 実施日 費用

中1～中3
スタンダードテスト（中1～中3）
ハイレベルテスト（中2・中3）

9月3日(土) RM90(通常授業受講生無料)

中3 第2回早稲渋オープン模試 9月4日(日) 無料(講習会生は要事前申込)

期間 7月個別指導① 7月個別指導② 7月個別指導③ 7月個別指導④

開始日 7月5日(火) 7月12日(火) 7月19日(火) 7月26日(火)

終了日 7月8日(金) 7月15日(金) 7月22日(金) 7月29日(金)



クアラルンプール校 個別指導（対面）

7/5(火) 7/6(水) 7/7(木) 7/8(金)

14:00-15:20

15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00

7月個別指導①　授業日時

個別指導（理系） 算/数/理

個別指導（文系） 国/英

コース 科目

14:00-15:20 14:00-15:20 14:00-15:20

7/12(火) 7/13(水) 7/14(木) 7/15(金)

7月個別指導②　授業日時

個別指導（理系） 算/数/理

個別指導（文系） 国/英

コース 科目

14:00-15:20 14:00-15:20 14:00-15:20 14:00-15:20

15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00

7/19(火) 7/20(水) 7/21(木) 7/22(金)

14:00-15:20

15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00

7月個別指導③　授業日時

個別指導（理系） 算/数/理

個別指導（文系） 国/英

コース 科目

14:00-15:20 14:00-15:20 14:00-15:20

7/26(火) 7/27(水) 7/28(木) 7/29(金)

7月個別指導④　授業日時

個別指導（理系） 算/数/理

個別指導（文系） 国/英

コース 科目

14:00-15:20 14:00-15:20 14:00-15:20 14:00-15:20

15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00 15:40-17:00

ご注意１：個別指導料金はは1コマ4日間セットで塾生：RM850、講習会生RM960ですが、欠席日がある方は割引料金で計算させていただきます。

ご注意２：個別指導では兄弟割引が適用されませんので、ご注意ください。

7月個別指導（対面授業）

8月個別指導（対面授業）

8/20(土) 8/21(日) 8/22(月) 8/23(火)

第Ⅳ期　授業日時

個別指導（理系） 算/数/理

個別指導（文系） 国/英

コース 科目

9:30-10:50 9:30-10:50 9:30-10:50

個別指導（理系） 算/数/理

個別指導（文系） 国/英

13:00-14:20

9:30-10:50

11:00-12:20 11:00-12:20 11:00-12:20 11:00-12:20

13:00-14:20 13:00-14:20 13:00-14:20

14:30-15:50 14:30-15:50 14:30-15:50 14:30-15:50

8/25(木) 8/26(金) 8/27(土) 8/28(日)

17:30-18:50

19:10-20:30 19:10-20:30 19:10-20:30 19:10-20:30

第Ⅴ期　授業日時

個別指導（理系） 算/数/理

個別指導（文系） 国/英

コース 科目

17:30-18:50 17:30-18:50 17:30-18:50



クアラルンプール校 対面授業
第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期

16:10-17:30 ＜算数＞たしざん・ひきざんの文章問題/20までの数

算国 <国語>ひらがな/作文/文章を読む

16:10-17:30 16:10-17:30 ＜算数＞時刻と時間/長さとかさ/1000までの数

算国A 算国B <国語>物語/詩/説明文

9:30-10:50算 9:30-10:50算 <算数>復習/先取り（和差算と分配算・植木算・三角形）

11:00-12:20国 11:00-12:20国 <国語>説明文・物語文

13:00-14:20算 13:00-14:20算 <算数>小数/分数/概数/差集め算/方陣算/場合の数

14:30-15:50国 14:30-15:50国 <国語>説明文/小説/知識

コース 科目
授業日時 塾生

受講料

講習会生

受講料
講義内容紹介(一部)

小1スーパーキッズ

(5.3時間）

算国

(1学期復習)
RM470 RM520

小2スーパーキッズ

(5.3時間）

算国

(1学期復習)
RM470 RM520

小3受験科

(21時間）

算国

(先取り・復習)
RM1280 RM1440

小4受験科

(21時間）

算国

(先取り・復習)
RM1280 RM1440

ご注意１：小2スーパーキッズの「算国A」「算国B」は同内容となりますので、どちらかの期間をお選びください。

ご注意２：兄弟割引制度は合計金額が高い生徒さんから順番に、1人目が通常料金、2人目が30％オフ、3人目からは50％オフとなります。 (端数はRM1単位で四捨五入)

小学生公立科（オンライン）
第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期

11:05-12:25 ＜算数＞ かけ算わり算/円と球/大きな数/時こくと時間

国算 <国語>詩/物語/説明文/漢字/語句/言葉の決まり

11:05-12:25 ＜算数＞大きな数/角/折れ線グラフ/垂直平行と四角形

国算 <国語>物語/漢字語句/説明文/詩/言葉の決まり作文

11:05-12:25 11:05-12:25 <算数>小数/図形/小4の復習

国算 国算 <国語>物語/説明文/文法

13:05-14:25 13:05-14:25 <算数>分数/単位量あたり/比

国算 国算 <国語>詩歌/説明文/物語/知識事項

小５公立

(11時間）

算国

(１学期復習)
RM700 RM770

小６公立

(11時間）

算国

(１学期復習)
RM700 RM770

小３公立

(5.3時間）

算国

(１学期復習)
RM410 RM470

小４公立

(5.3時間）

算国

(１学期復習)
RM410 RM470

コース 科目
授業日時 塾生

受講料

講習会生

受講料
講義内容紹介(一部)

ご注意１：兄弟割引制度は合計金額が高い生徒さんから順番に、1人目が通常料金、2人目が30％オフ、3人目からは50％オフとなります。 (端数はRM1単位で四捨五入)



小学生英語講座（オンライン）

ご注意１：＊がついている料金は、セット料金です。単体での受講の場合は登録料RM110を加算いたします。

ご注意２：兄弟割引制度は合計金額が高い生徒さんから順番に、1人目が通常料金、2人目が30％オフ、3人目からは50％オフとなります。 (端数はRM1単位で四捨五入)

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期

14:40-16:00 14:40-16:00 目安：英検4~3級程度 (指示出しは英語で、授業は日本語で行います。)

文法　初級 文法　初級 英文法、語彙、会話練習：現在形・過去形・未来形・現在と過去進行形

11:05-12:25 11:05-12:25 目安：英検準２級程度 (授業は英語と日本語で行います。)

文法/読解　中級 文法/読解　中級 英文法、語彙、読解問題： 過去分詞・現在と過去完了・現在と過去完了進行形

18:15-19:35 18:15-19:35 目安：英検2級～準1級程度 (授業は基本的に英語で行います。)

文法/読解　上級 文法/読解　上級 長文読解、語彙、英文法：過去分詞・時制 (未来完了進行形まで)

18:15-19:35 18:15-19:35 目安：英検1級 (授業は基本的に英語で行います。)

入試問題演習 入試問題演習 渋谷教育学園渋谷中・三田国際・広尾学園・聖光学院の帰国枠英語過去問

13:05-14:25 <初級>英検4級・３級対策講座

初級 頻出語彙/文法/長文読解

13:05-14:25 <中級>準２級・２級対策講座

中級 頻出語彙/文法/長文読解

13:05-14:25 <上級>英検２級・準１級対策講座

上級 頻出語彙/文法/長文読解

英検初級

(5.3時間）
初級 RM340* RM430*

英検中級

(5.3時間）

英検上級

(5.3時間）
RM340* RM430*

中級 RM340* RM430*

上級

RM770*

RM880* RM880*

小学生

英文法

対象：小3-6

初級 RM700* RM770*

中級 RM700* RM770*

上級 RM700*

コース 科目
授業日時

塾生 講習会生 講義内容紹介(一部)

小学生英語
入試問題

演習



小学生受験科（オンライン）

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期

16:15-17:35 16:15-17:35 16:15-17:35 16:15-17:35 <算数>小数/分数/概数/差集め算/方陣算/場合の数

算国 算国 算国 算国 <国語>説明文/小説/知識

18:15-19:35 18:15-19:35 18:15-19:35 18:15-19:35 <理科>電気のはたらき/ものの溶け方

理社 理社 理社 理社 <社会>さまざまな地方と土地の暮らし

16:15-17:35 9:30-10:50 9:30-10:50 <算数>相似/速さと比/通過算/時計算/流水算

国語 国語 国語 組分けテスト対策

18:15-19:35 11:05-12:25 11:05-12:25 <国語>論説文/随筆文/詩歌

算数 算数 算数 ジャンルごとの読みをおさらい

13:05-14:25 13:05-14:25 16:15-17:35 16:15-17:35 <理科>小5下巻　重要単元の先取り

理科 理科 国算 国算 オームの法則/天体/水溶液/てこ

14:40-16:00 14:40-16:00 18:15-19:35 18:15-19:35 <社会>歴史先取り

社会 社会 理社 理社 日本の各地方復習（発展問題）

16:15-17:35 9:30-10:50 9:30-10:50 14:40-16:00 14:40-16:00 <算数>SS、S1:上位校への算数STD

算数 算数 算数 理科 理科 S2：バックアップテキスト全復習

18:15-19:35 11:05-12:25 11:05-12:25 16:15-17:35 16:15-17:35 <国語>SS、S1：入試を意識した演習、記述対策

国語 国語 国語 社会 社会 S1：基礎読解の徹底

19:50-21:10 13:05-14:25 13:05-14:25 18:15-19:35 18:15-19:35 <理科>早稲アカオリジナル

算数 社会 社会 国語 国語 マスターテキスト【知識編】【演習編】

14:40-16:00 14:40-16:00 19:50-21:10 19:50-21:10 <社会>政治/地理/歴史復習

理科 理科 算数 算数

13:05-14:25 12:40-14:00 原稿用紙の使い方からテーマ解説まで

作文 作文 対象学年：小5～小6

小４

受験科

メイン講座

(4科43時間）

(2科21時間）

（４科）

RM4160

（４科）

RM4520

中受作文

科目
授業日時

塾生 講習会生 講義内容紹介(一部)コース

算国社理
（先取り・復習）

（２科）

RM1280

（２科）

RM1440

（４科）

RM2430

（４科）

RM2840

小５

受験科

メイン講座

(4科75時間）

(2科43時間）

算国社理
（先取り・復習）

（２科）

RM2430

（２科）

RM2630

小６

受験科

メイン講座

(4科101時間）

(2科59時間）

算国社理

（入試対策）

（２科）

RM3080

（２科）

RM3310

（４科）

RM5240

（４科）

RM5650

(11時間） RM650* RM650*

ご注意１：小4受験科国算はクアラルンプール校で対面授業を実施いたしますのでぜひそちらをお勧めいたしますが、理社選択の方は国算もオンライン授業で受講いただけます。

ご注意２：＊がついている料金は、セット料金です。単体での受講の場合は登録料RM110を加算いたします。

ご注意３：兄弟割引制度は合計金額が高い生徒さんから順番に、1人目が通常料金、2人目が30％オフ、3人目からは50％オフとなります。 (端数はRM1単位で四捨五入)



中学生（オンライン）

ご注意１：＊がついている料金は、セット料金です。単体での受講の場合は登録料RM110を加算いたします。

ご注意２：兄弟割引制度は合計金額が高い生徒さんから順番に、1人目が通常料金、2人目が30％オフ、3人目からは50％オフとなります。 (端数はRM1単位で四捨五入)

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期

13:05-14:25 13:05-14:25 11:05-12:25 11:05-12:25 ＜英語＞中学英文法の基礎固め

数学 数学 英語 英語 一般動詞・代名詞・疑問文など中1内容の全て

14:40-16:00 14:40-16:00 13:05-14:25 13:05-14:25 <国語>古文もしっかり解説

英語 英語 数学 数学 説明文/小説/古文

16:15-17:35 16:15-17:35 14:40-16:00 14:40-16:00 <数学>計算力を入試レベルに！

国語 国語 国語 国語 方程式文章題/比例と反比例/平面・空間図形

18:15-21:10 <理科>化学・物理・地学分野の先取り

理社 <社会>世界地理及び平安時代までの復習

11:05-12:25 11:05-12:25 目安：英検準２級～2級程度 (授業は英語と日本語で行います。)

中級 中級 文法、語彙、読解：現在、過去、と未来完了・現在と過去完了進行形・受身形

16:15-17:35 16:15-17:35 目安：英検準1級～1級程度 (授業は基本的に英語で行います。)

上級 上級 長文読解、語彙、文法：過去分詞・時制 (未来完了進行形まで)・受身形

14:40-16:00 14:40-16:00 13:05-14:25 13:05-14:25 ＜英語＞入試レベルの文法力養成

国語 国語 国語 国語 中2内容の総復習～中3内容先取り

16:15-17:35 16:15-17:35 14:40-16:00 14:40-16:00 <国語>古典もしっかり得意分野

英語 英語 数学 数学 説明的文章/古典/文法表現

18:15-19:35 18:15-19:35 16:15-17:35 16:15-17:35 <数学>上位校への数学Standard

数学 数学 英語 英語 連立方程式/一次関数/平面図形

19:50-21:10 19:50-21:10 18:15-19:35 18:15-19:35

数学 数学 数学 数学

18:15-21:10 <理科>中１の総復習・中２化学分野マスター

社理 <社会>古代～明治維新までの歴史総復習

18:15-19:35 9:30-12:25 9:30-12:25 14:40-17:35 14:40-17:35 <英語>中学英文法の完成

数学 英語 英語 数学 数学 形式別演習/長文/総合問題

19:50-21:10 13:05-14:25 13:05-14:25 18:15-19:35 18:15-19:35 <国語>中学国語の完成

国語 国語 国語 英語 英語 論説/古典/文法/総合問題

14:40-17:35 14:40-17:35 19:50-21:10 19:50-21:10 <数学>上位校への数学Ave,Reg

数学 数学 国語 国語 入試問題演習

13:05-14:25 13:05-14:25 <英語>早慶過去問演習・解説

英数 英数 <数学>厳選した4校の入試問題演習・解説

13:05-14:25 13:05-14:25 <理科>中学生の全範囲復習/入試問題

理社 理社 <社会>世界史分野

コース 科目
授業日時

塾生 講習会生 講義内容紹介(一部)

中１

(64時間）
英数国

(先取り・復習)
RM3350 RM3470

中１スーパーセレクトゼミ

理社(11時間)

セレクト

理社
RM590* RM680*

中1-2

英文法/読解(11時間)

セレクト

英語
RM700* RM770*

中２

(85時間）

中２スーパーセレクトゼミ

理社(11時間)

セレクト

理社
RM590* RM680*

英数国
(先取り・復習)

RM4280 RM4460

RM5510 RM5650

中３スーパーセレクトゼミ

難関英数(11時間)

セレクト

難関英数
RM740* RM740*

中３

(107時間）
英数国

(先取り・復習)

中３スーパーセレクトゼミ

入試理社(11時間)

セレクト

入試理社
RM700* RM830*



7月個別指導① 7月個別指導② 7月個別指導③ 7月個別指導④・第Ⅰ期
14:00 14:00 14:00 14:00

15:20 15:20 15:20 15:20

小学　中学 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 小学　中学 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 小学　中学 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 小学　中学 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系)

全学年 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤 全学年 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤 全学年 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤 全学年 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

7月個別指導① 7月個別指導② 7月個別指導③ 7月個別指導④・第Ⅰ期
15:40 15:40 15:40 15:40
17:00 17:00 17:00 17:00

小学　中学 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 小学　中学 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 小学　中学 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 小学　中学 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系)

全学年 青戸 青戸 青戸 青戸 全学年 青戸 青戸 青戸 青戸 全学年 青戸 青戸 青戸 青戸 全学年 青戸 青戸 青戸 青戸

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期
9:30 7月31日(日) 8月1日(月) 8月2日(火) 8月3日(水) 9:30 8月5日（金） 8月6日（土） 8月7日（日） 8月8日(月) 9:30 8月20日(土) 8月21日(日) 8月22日(月) 8月23日(火) 17:30 8月25日(木) 8月26日(金) 8月27日(土) 8月28日(日)
10:50 10:50 10:50 18:50

小3受験科 算数 算数 算数 算数 小3受験科 算数 算数 算数 算数 小学　中学 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 小学　中学 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系)

対面 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤 対面 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤 全学年 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤 全学年 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期
11:00 7月31日(日) 8月1日(月) 8月2日(火) 8月3日(水) 11:00 8月5日（金） 8月6日（土） 8月7日（日） 8月8日(月) 11:00 8月20日(土) 8月21日(日) 8月22日(月) 8月23日(火) 19:10 8月25日(木) 8月26日(金) 8月27日(土) 8月28日(日)
12:20 12:20 12:20 20:30

小3受験科 国語 国語 国語 国語 小3受験科 国語 国語 国語 国語 小学　中学 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 小学　中学 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系)

対面 青戸 青戸 青戸 青戸 対面 青戸 青戸 青戸 青戸 全学年 青戸 青戸 青戸 青戸 全学年 青戸 青戸 青戸 青戸

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
13:00 7月31日(日) 8月1日(月) 8月2日(火) 8月3日(水) 13:00 8月5日（金） 8月6日（土） 8月7日（日） 8月8日(月) 13:00 8月20日(土) 8月21日(日) 8月22日(月) 8月23日(火)
14:20 14:20 14:20

小4受験科 算数 算数 算数 算数 小4受験科 算数 算数 算数 算数 小学　中学 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系) 個別(理系)

対面 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤 対面 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤 全学年 齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
14:30 7月31日(日) 8月1日(月) 8月2日(火) 8月3日(水) 14:30 8月5日（金） 8月6日（土） 8月7日（日） 8月8日(月) 14:30 8月20日(土) 8月21日(日) 8月22日(月) 8月23日(火)
15:50 15:50 15:50

小4受験科 国語 国語 国語 国語 小4受験科 国語 国語 国語 国語 小学　中学 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系) 個別(文系)

対面 青戸 青戸 青戸 青戸 対面 青戸 青戸 青戸 青戸 全学年 青戸 青戸 青戸 青戸

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
16:10 7月31日(日) 8月1日(月) 8月2日(火) 8月3日(水) 16:10 8月5日（金） 8月6日（土） 8月7日（日） 8月8日(月) 16:10 8月20日(土) 8月21日(日) 8月22日(月) 8月23日(火)
17:30 17:30 17:30

小2スーパーキッズA 算数/国語 算数/国語 算数/国語 算数/国語 小1スーパーキッズ 算数/国語 算数/国語 算数/国語 算数/国語 小2スーパーキッズB 算数/国語 算数/国語 算数/国語 算数/国語

対面 齋藤/青戸 齋藤/青戸 齋藤/青戸 齋藤/青戸 対面 齋藤/青戸 齋藤/青戸 齋藤/青戸 齋藤/青戸 対面 齋藤/青戸 齋藤/青戸 齋藤/青戸 齋藤/青戸

7月5日(火) 7月6日(水) 7月7日(木) 7月8日(金) 7月22日(金)

7月27日(水)

7月26日(火) 7月27日(水)

7月5日(火) 7月6日(水) 7月7日(木) 7月8日(金)

7月28日(木) 7月29日(金)

7月15日(金)

7月12日(火) 7月13日(水) 7月14日(木) 7月15日(金)

7月21日(木)

7月19日(火) 7月20日(水) 7月21日(木)

7月12日(火) 7月13日(水) 7月14日(木) 7月19日(火) 7月20日(水) 7月22日(金) 7月26日(火) 7月28日(木) 7月29日(金)

2022年度　クアラルンプール校　夏期講習会（対面/個別）時間割



夏期講習会テスト日①　9月3日（土） 第Ⅱ期 第Ⅲ期
9:30 9:30

10:50 10:50

小2 チャレンジ 9:30～ 小５SS 国語 国語 国語 国語 小５SS 国語 国語 国語 国語

スーパーキッズ テスト 10:30 1 先取り 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 1 先取り 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤

小4受験科 YT組分け 9:30～ 小５S1 国語 国語 国語 国語 小５S1 国語 国語 国語 国語

テスト 12:00 2 先取り 岡林 岡林 岡林 岡林 2 先取り 岡林 岡林 岡林 岡林

小6受験科 NN志望校別 9:30～ 小６SS 算数 算数 算数 算数 小６SS 算数 算数 算数 算数

テスト 3 受験対策 河野 河野 河野 河野 3 受験対策 河野 河野 河野 河野

中1 STD 13:30～ 小６S1 算数 算数 算数 算数 小６S1 算数 算数 算数 算数

テスト３科 16:20 4 受験対策 桑田 桑田 桑田 桑田 4 受験対策 桑田 桑田 桑田 桑田

中2 STD/HIGH 13:30～ 小６S2 算数 算数 算数 算数 小６S2 算数 算数 算数 算数

テスト３科 16:20 5 入試対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 5 入試対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤

中3 STD/HIGH 13:30～ 中３T 英語 英語 英語 英語 中３T 英語 英語 英語 英語

テスト３科 16:20 6 入試対策 石井 石井 石井 石井 6 入試対策 石井 石井 石井 石井

中1 STD 13:30～ 中３R 英語 英語 英語 英語 中３R 英語 英語 英語 英語

テスト５科 17:20 7 入試対策 清水 清水 清水 清水 7 入試対策 清水 清水 清水 清水

中2 STD/HIGH 13:30～

テスト５科 17:20

中3 STD/HIGH 13：30～

テスト５科 17:40 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期
小3公立科 スタンダード 9:30～ 11:05 11:05 11:05 11:05

テスト 10:30 12:25 12:25 12:25 12:25

小4公立科 スタンダード 9:30～ 小５SS 算数 算数 算数 算数 小５SS 算数 算数 算数 算数 中１S 英語 英語 英語 英語 中１S 英語 英語 英語 英語

テスト 11:00 1 先取り 河野 河野 河野 河野 1 先取り 河野 河野 河野 河野 1 復習/先取り 清水 清水 清水 清水 1 復習/先取り 清水 清水 清水 清水

小5公立科 スタンダード 9:30～ 小５S1 算数 算数 算数 算数 小５S1 算数 算数 算数 算数 中１R 英語 英語 英語 英語 中１R 英語 英語 英語 英語

テスト 11:00 2 先取り 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 2 先取り 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 2 復習/先取り 大神 大神 大神 大神 2 復習/先取り 大神 大神 大神 大神

小6公立科 スタンダード 9:30～ 小６SS 国語 国語 国語 国語 小６SS 国語 国語 国語 国語 小５公立科 国語 算数 国語 算数 小５公立科 国語 算数 国語 算数

テスト 11:00 3 受験対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 3 受験対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 3 復習 田原 田原 田原 田原 3 復習 田原 田原 田原 田原

小６S1 国語 国語 国語 国語 小６S1 国語 国語 国語 国語 中１，２ 中級 中級 中級 中級 中１，２ 中級 中級 中級 中級

4 受験対策 南 南 南 南 4 受験対策 南 南 南 南 4　文法/読解（中級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル 4　文法/読解（中級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル

小６S2 国語 国語 国語 国語 小６S2 国語 国語 国語 国語

夏期講習会テスト日②　9月4日（日） 5 入試対策 岡林 岡林 岡林 岡林 5 入試対策 岡林 岡林 岡林 岡林

中３T 英語 英語 英語 英語 中３T 英語 英語 英語 英語

6 入試対策 石井 石井 石井 石井 6 入試対策 石井 石井 石井 石井

小5受験科 YT組分け 9:30～ 中３R 英語 英語 英語 英語 中３R 英語 英語 英語 英語

テスト 13:00 7 入試対策 清水 清水 清水 清水 7 入試対策 清水 清水 清水 清水

小6受験科 YT組分け 9:30～ 小4公立科 国語 算数 国語 算数 小3公立科 国語 算数 国語 算数

テスト 13:00 8 復習 栗原 栗原 栗原 栗原 8 復習 栗原 栗原 栗原 栗原

中3 早稲渋OP 9:30～ 小学生英語 中級 中級 中級 中級 小学生英語 中級 中級 中級 中級

テスト３科 12:30 9 文法（中級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル 9 文法（中級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期
13:05 13:05 13:05 13:05

14:25 14:25 14:25 14:25

小５SS 理科 理科 理科 理科 小５SS 理科 理科 理科 理科 中１S 数学 数学 数学 数学 中１S 数学 数学 数学 数学

1 先取り 小林 小林 小林 小林 1 先取り 小林 小林 小林 小林 1 復習/先取り 桑田 桑田 桑田 桑田 1 復習/先取り 桑田 桑田 桑田 桑田

小５S1 理科 理科 理科 理科 小５S1 理科 理科 理科 理科 中１R 数学 数学 数学 数学 中１R 数学 数学 数学 数学

2 先取り 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 2 先取り 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 2 復習/先取り 河野 河野 河野 河野 2 復習/先取り 河野 河野 河野 河野

小６SS 社会 社会 社会 社会 小６SS 社会 社会 社会 社会 中２T 国語 国語 国語 国語 中２T 国語 国語 国語 国語

3 受験対策 田原 田原 田原 田原 3 受験対策 田原 田原 田原 田原 3 上位校STD 南 南 南 南 3 上位校STD 南 南 南 南

小６S1 社会 社会 社会 社会 小６S1 社会 社会 社会 社会 中２R 国語 国語 国語 国語 中２R 国語 国語 国語 国語

4 受験対策 南 南 南 南 4 受験対策 南 南 南 南 4 上位校STD 栗原 栗原 栗原 栗原 4 上位校STD 栗原 栗原 栗原 栗原

中１S 数学 数学 数学 数学 中１S 数学 数学 数学 数学 中３セレクト 英語 数学 英語 数学 中３セレクト 英語 数学 英語 数学

5 復習/先取り 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 5 復習/先取り 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 5 難関英数 田原 百瀬 田原 百瀬 5 難関数学 田原 百瀬 田原 百瀬

中１R 数学 数学 数学 数学 中１R 数学 数学 数学 数学 中３理社 理科 社会 理科 社会 中３理社 理科 社会 理科 社会

6 復習/先取り 河野 河野 河野 河野 6 復習/先取り 河野 河野 河野 河野 6 受験対策 百瀬 田原 百瀬 田原 6 受験対策 百瀬 田原 百瀬 田原

中３T 国語 国語 国語 国語 中３T 国語 国語 国語 国語 小学生 作文 作文 作文 作文 小学生 作文 作文 作文 作文

7 入試対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 7 入試対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 7 セレクト作文 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 7 セレクト作文 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤

中３R1 国語 国語 国語 国語 中３R1 国語 国語 国語 国語 英検対策 中級 中級 中級 中級 英検対策 初級 初級 初級 初級

8 入試対策 大神 大神 大神 大神 8 入試対策 大神 大神 大神 大神 8 中級 清水 清水 清水 清水 8 初級 清水 清水 清水 清水

中３R2 国語 国語 国語 国語 中３R2 国語 国語 国語 国語

9 入試対策 栗原 栗原 栗原 栗原 9 入試対策 栗原 栗原 栗原 栗原

小６K1 国語 算数 国語 算数 小６K1 国語 算数 国語 算数

10 復習 岡林 石井 岡林 石井 10 復習 岡林 石井 岡林 石井

小６K2 算数 国語 算数 国語 小６K2 算数 国語 算数 国語

11 復習 石井 岡林 石井 岡林 11 復習 石井 岡林 石井 岡林

英検対策 上級 上級 上級 上級

12 上級 清水 清水 清水 清水

第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期
14:40 14:40 14:40 14:40

16:00 16:00 16:00 16:00

小５SS 社会 社会 社会 社会 小５SS 社会 社会 社会 社会 小６SS 理科 理科 理科 理科 小６SS 理科 理科 理科 理科

1 先取り 大神 大神 大神 大神 1 先取り 大神 大神 大神 大神 1 受験対策 石井 石井 石井 石井 1 受験対策 石井 石井 石井 石井

小５S1 社会 社会 社会 社会 小５S1 社会 社会 社会 社会 小６S1 理科 理科 理科 理科 小６S1 理科 理科 理科 理科

2 先取り 栗原 栗原 栗原 栗原 2 先取り 栗原 栗原 栗原 栗原 2 受験対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 2 受験対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤

小６SS 理科 理科 理科 理科 小６SS 理科 理科 理科 理科 中１S 国語 国語 国語 国語 中１S 国語 国語 国語 国語

3 受験対策 石井 石井 石井 石井 3 受験対策 石井 石井 石井 石井 3 復習/先取り 南 南 南 南 3 復習/先取り 南 南 南 南

小６S1 理科 理科 理科 理科 小６S1 理科 理科 理科 理科 中１R 国語 国語 国語 国語 中１R 国語 国語 国語 国語

4 受験対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 4 受験対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 4 復習/先取り 栗原 栗原 栗原 栗原 4 復習/先取り 栗原 栗原 栗原 栗原

中１S 英語 英語 英語 英語 中１S 英語 英語 英語 英語 中２T 数学 数学 数学 数学 中２T 数学 数学 数学 数学

5 復習/先取り 清水 清水 清水 清水 5 復習/先取り 清水 清水 清水 清水 5 上位校STD 桑田 桑田 桑田 桑田 5 上位校STD 桑田 桑田 桑田 桑田

中１R 英語 英語 英語 英語 中１R 英語 英語 英語 英語 中２R 数学 数学 数学 数学 中２R 数学 数学 数学 数学

6 復習/先取り 田原 田原 田原 田原 6 復習/先取り 田原 田原 田原 田原 6 上位校STD 田原 田原 田原 田原 6 上位校STD 田原 田原 田原 田原

中２T 国語 国語 国語 国語 中２T 国語 国語 国語 国語 中３T 数学 数学 数学 数学 中３T 数学 数学 数学 数学

7 復習/先取り 南 南 南 南 7 復習/先取り 南 南 南 南 7 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 7 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬

中２R 国語 国語 国語 国語 中２R 国語 国語 国語 国語 中３R1 数学 数学 数学 数学 中３R1 数学 数学 数学 数学

8 復習/先取り 岡林 岡林 岡林 岡林 8 復習/先取り 岡林 岡林 岡林 岡林 8 入試対策 河野 河野 河野 河野 8 入試対策 河野 河野 河野 河野

中３T 数学 数学 数学 数学 中３T 数学 数学 数学 数学 中３R2 数学 数学 数学 数学 中３R2 数学 数学 数学 数学

9 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 9 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 9 入試対策 小林 小林 小林 小林 9 入試対策 小林 小林 小林 小林

中３R1 数学 数学 数学 数学 中３R1 数学 数学 数学 数学

10 入試対策 河野 河野 河野 河野 10 入試対策 河野 河野 河野 河野

中３R2 数学 数学 数学 数学 中３R2 数学 数学 数学 数学

11 入試対策 小林 小林 小林 小林 11 入試対策 小林 小林 小林 小林

小学生英語 初級 初級 初級 初級 小学生英語 初級 初級 初級 初級

12 文法（初級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル 12 文法（初級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル

8月28日（日）8月22日（月） 8月23日（火） 8月25日（木） 8月26日（金） 8月27日（土）8月6日（土） 8月7日（日） 8月8日（月） 8月20日（土） 8月21日（日）7月31日（日） 8月1日（月） 8月2日（火） 8月3日（水） 8月5日（金）

8月25日（木） 8月26日（金） 8月27日（土） 8月28日（日）8月20日（土） 8月21日（日） 8月22日（月） 8月23日（火）8月3日（水） 8月5日（金） 8月6日（土） 8月8日（月）8月7日（日）7月31日（日） 8月1日（月） 8月2日（火）

テスト種類 時間

8月23日（火） 8月25日（木） 8月26日（金） 8月27日（土） 8月28日（日）8月7日（日） 8月8日（月） 8月20日（土） 8月21日（日） 8月22日（月）8月5日（金） 8月6日（土）

8月5日（金） 8月6日（土） 8月7日（日） 8月8日（月）

2022年度　クアラルンプール校　夏期講習会（オンライン）時間割①
テスト種類 時間

7月31日（日） 8月1日（月） 8月2日（火） 8月3日（水）

7月31日（日） 8月1日（月） 8月2日（火） 8月3日（水）



第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15

17:35 17:35 17:35 17:35 17:35

小５SS 国語 国語 国語 国語 小４SS 国語 算数 国語 算数 小４SS 国語 算数 国語 算数 小４SS 国語 算数 国語 算数 小４SS 国語 算数 国語 算数

1 先取り 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 1 先取り 佐藤 桑田 佐藤 桑田 1 先取り 佐藤 桑田 佐藤 桑田 1 組分け対策 佐藤 桑田 佐藤 桑田 1 組分け対策 佐藤 桑田 佐藤 桑田

小５S1 国語 国語 国語 国語 小４S1 国語 算数 国語 算数 小４S1 国語 算数 国語 算数 小４S1 国語 算数 国語 算数 小４S1 国語 算数 国語 算数

2 先取り 南 南 南 南 2 先取り 岡林 塩澤 岡林 塩澤 2 先取り 岡林 塩澤 岡林 塩澤 2 組分け対策 岡林 塩澤 岡林 塩澤 2 組分け対策 岡林 塩澤 岡林 塩澤

小６SS 算数 算数 算数 算数 中１S 国語 国語 国語 国語 中１S 国語 国語 国語 国語 小５SS 算数 国語 算数 国語 小５SS 算数 国語 算数 国語

3 受験対策 河野 河野 河野 河野 3 復習/先取り 南 南 南 南 3 復習/先取り 南 南 南 南 3 先取り 桑田 佐藤 桑田 佐藤 3 先取り 桑田 佐藤 桑田 佐藤

小６S1 算数 算数 算数 算数 中１R 国語 国語 国語 国語 中１R 国語 国語 国語 国語 小５S1 算数 国語 算数 国語 小５S1 算数 国語 算数 国語

4 受験対策 桑田 桑田 桑田 桑田 4 復習/先取り 栗原 栗原 栗原 栗原 4 復習/先取り 栗原 栗原 栗原 栗原 4 先取り 塩澤 岡林 塩澤 岡林 4 先取り 塩澤 岡林 塩澤 岡林

小６S2 算数 算数 算数 算数 中２T 英語 英語 英語 英語 中２T 英語 英語 英語 英語 小６SS 社会 社会 社会 社会 小６SS 社会 社会 社会 社会

5 入試対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 5 英語 大神 大神 大神 大神 5 英語 大神 大神 大神 大神 5 受験対策 田原 田原 田原 田原 5 受験対策 田原 田原 田原 田原

中２R 英語 英語 英語 英語 中２R 英語 英語 英語 英語 小６S1 社会 社会 社会 社会 小６S1 社会 社会 社会 社会

6 復習/先取り 石井 石井 石井 石井 6 復習/先取り 石井 石井 石井 石井 6 受験対策 南 南 南 南 6 受験対策 南 南 南 南

中３T 数学 数学 数学 数学 中３T 数学 数学 数学 数学 中２T 英語 英語 英語 英語 中２T 英語 英語 英語 英語

7 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 7 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 7 復習/先取り 清水 清水 清水 清水 7 復習/先取り 清水 清水 清水 清水

中３R1 数学 数学 数学 数学 中３R1 数学 数学 数学 数学 中２R 英語 英語 英語 英語 中２R 英語 英語 英語 英語

8 入試対策 河野 河野 河野 河野 8 入試対策 河野 河野 河野 河野 8 復習/先取り 石井 石井 石井 石井 8 復習/先取り 石井 石井 石井 石井

中３R2 数学 数学 数学 数学 中３R2 数学 数学 数学 数学 中３T 数学 数学 数学 数学 中３T 数学 数学 数学 数学

9 入試対策 小林 小林 小林 小林 9 入試対策 小林 小林 小林 小林 9 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 9 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬

中３R1 数学 数学 数学 数学 中３R1 数学 数学 数学 数学

10 入試対策 河野 河野 河野 河野 10 入試対策 河野 河野 河野 河野

中３R2 数学 数学 数学 数学 中３R2 数学 数学 数学 数学

11 入試対策 小林 小林 小林 小林 11 入試対策 小林 小林 小林 小林

中１，２ 上級 上級 上級 上級 中１，２ 上級 上級 上級 上級

12　文法/読解（上級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル 12　文法/読解（上級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル

第Ⅰ期
18:15 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期
19:35 18:15 18:15 18:15 18:15

小５SS 算数 算数 算数 算数 19:35 19:35 19:35 19:35

1 先取り 桑田 桑田 桑田 桑田 1 小４SS 社会 理科 社会 理科 小４SS 社会 理科 社会 理科 小４SS 理科 社会 理科 社会 小４SS 理科 社会 理科 社会

小５S1 算数 算数 算数 算数 先取り 栗原 百瀬 栗原 百瀬 1 先取り 栗原 百瀬 栗原 百瀬 1 組分け対策 桑田 栗原 桑田 栗原 1 組分け対策 桑田 栗原 桑田 栗原

2 先取り 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 2 小４S1 理科 社会 理科 社会 小４S1 理科 社会 理科 社会 小４S1 社会 理科 社会 理科 小４S1 社会 理科 社会 理科

小６SS 国語 国語 国語 国語 先取り 百瀬 栗原 百瀬 栗原 2 先取り 百瀬 栗原 百瀬 栗原 2 組分け対策 栗原 桑田 栗原 桑田 2 組分け対策 栗原 桑田 栗原 桑田

3 受験対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 3 中２T 数学 数学 数学 数学 中２T 数学 数学 数学 数学 小５SS理社 理科 社会 理科 社会 小５SS理社 理科 社会 理科 社会

小６S1 国語 国語 国語 国語 上位校STD 小林 小林 小林 小林 3 上位校STD 小林 小林 小林 小林 3 組分け対策 塩澤 大神 塩澤 大神 3 組分け対策 塩澤 大神 塩澤 大神

4 受験対策 南 南 南 南 4 中２R 数学 数学 数学 数学 中２R 数学 数学 数学 数学 小５S1理社 社会 理科 社会 理科 小５S1理社 社会 理科 社会 理科

小６S2 国語 国語 国語 国語 上位校STD 田原 田原 田原 田原 4 上位校STD 田原 田原 田原 田原 4 組分け対策 大神 塩澤 大神 塩澤 4 組分け対策 大神 塩澤 大神 塩澤

5 入試対策 岡林 岡林 岡林 岡林 5 小学生英語 演習 演習 演習 演習 小学生英語 演習 演習 演習 演習 小６SS 国語 国語 国語 国語 小６SS 国語 国語 国語 国語

中１ 理科 理科 理科 理科 入試問題 レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル 5 入試問題 レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル 5 受験対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 5 受験対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤

6 復習/先取り 石井 石井 石井 石井 小６S1 国語 国語 国語 国語 小６S1 国語 国語 国語 国語

中２ 社会 社会 社会 社会 6 受験対策 南 南 南 南 6 受験対策 南 南 南 南

7 復習/先取り 田原 田原 田原 田原 小６S2 国語 国語 国語 国語 小６S2 国語 国語 国語 国語

中３T 数学 数学 数学 数学 7 入試対策 岡林 岡林 岡林 岡林 7 入試対策 岡林 岡林 岡林 岡林

8 入試対策 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 中２T 数学 数学 数学 数学 中２T 数学 数学 数学 数学

中３R1 数学 数学 数学 数学 8 上位校STD 河野 河野 河野 河野 8 上位校STD 河野 河野 河野 河野

9 入試対策 河野 河野 河野 河野 中２R 数学 数学 数学 数学 中２R 数学 数学 数学 数学

中３R2 数学 数学 数学 数学 9 上位校STD 田原 田原 田原 田原 9 上位校STD 田原 田原 田原 田原

10 入試対策 小林 小林 小林 小林 中３T 英語 英語 英語 英語 中３T 英語 英語 英語 英語

10 入試対策 石井 石井 石井 石井 10 入試対策 石井 石井 石井 石井

中３R 英語 英語 英語 英語 中３R 英語 英語 英語 英語

11 入試対策 清水 清水 清水 清水 11 入試対策 清水 清水 清水 清水

小学生英語 上級 上級 上級 上級 小学生英語 上級 上級 上級 上級

12 文法/読解（上級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル 12 文法/読解（上級） レイチェル レイチェル レイチェル レイチェル

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期 第Ⅴ期
19:50 19:50 19:50 19:50 19:50

21:10 21:10 21:10 21:10 21:10

小６SS 算数 算数 算数 算数 中２T 数学 数学 数学 数学 中２T 数学 数学 数学 数学 小６SS 算数 算数 算数 算数 小６SS 算数 算数 算数 算数

1 受験対策 河野 河野 河野 河野 1 上位校STD 小林 小林 小林 小林 1 上位校STD 小林 小林 小林 小林 1 受験対策 河野 河野 河野 河野 1 受験対策 河野 河野 河野 河野

小６S1 算数 算数 算数 算数 中２R 数学 数学 数学 数学 中２R 数学 数学 数学 数学 小６S1 算数 算数 算数 算数 小６S1 算数 算数 算数 算数

2 受験対策 桑田 桑田 桑田 桑田 2 上位校STD 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 2 上位校STD 百瀬 百瀬 百瀬 百瀬 2 受験対策 桑田 桑田 桑田 桑田 2 受験対策 桑田 桑田 桑田 桑田

小６S2 算数 算数 算数 算数 小６S2 算数 算数 算数 算数 小６S2 算数 算数 算数 算数

3 入試対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 3 入試対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤 3 入試対策 塩澤 塩澤 塩澤 塩澤

中１ 社会 社会 社会 社会 中３T 国語 国語 国語 国語 中３T 国語 国語 国語 国語

4 復習/先取り 田原 田原 田原 田原 4 入試対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 4 入試対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤

中２ 理科 理科 理科 理科 中３R1 国語 国語 国語 国語 中３R1 国語 国語 国語 国語

5 復習/先取り 石井 石井 石井 石井 5 入試対策 大神 大神 大神 大神 5 入試対策 大神 大神 大神 大神

中３T 国語 国語 国語 国語 中３R2 国語 国語 国語 国語 中３R2 国語 国語 国語 国語

6 入試対策 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 6 入試対策 栗原 栗原 栗原 栗原 6 入試対策 栗原 栗原 栗原 栗原

中３R1 国語 国語 国語 国語

7 入試対策 大神 大神 大神 大神

中３R2 国語 国語 国語 国語

8 入試対策 栗原 栗原 栗原 栗原

8月7日（日）7月26日（火） 7月27日（水） 7月28日（木） 7月29日（金） 7月31日（日） 8月1日（月） 8月25日（木） 8月26日（金）

8月6日（土） 8月7日（日） 8月8日（月）

8月27日（土） 8月28日（日）

7月26日（火） 7月27日（水） 7月28日（木） 7月29日（金）

8月8日（月） 8月20日（土） 8月21日（日） 8月22日（月） 8月23日（火）8月2日（火） 8月3日（水） 8月5日（金） 8月6日（土）

8月25日（木）

8月25日（木）

8月20日（土） 8月26日（金）8月5日（金）7月31日（日） 8月1日（月） 8月2日（火） 8月3日（水）

7月27日（水） 7月28日（木） 7月29日（金） 7月31日（日） 8月1日（月）

8月21日（日） 8月22日（月） 8月23日（火）

8月26日（金） 8月27日（土） 8月28日（日）

2022年度　クアラルンプール校　夏期講習会（オンライン）時間割②

8月8日（月） 8月20日（土） 8月21日（日） 8月22日（月） 8月23日（火）8月2日（火） 8月3日（水） 8月5日（金） 8月6日（土） 8月7日（日）

8月27日（土） 8月28日（日）

7月26日（火）



お申込方法
①申込締切日

＊締切日を過ぎてからのお申し込みや変更は、

お受けできませんのでご注意ください。

②申込手続き ①下記URLより本校ウェブサイトに進み、必要事項をご記入の上、締切日までにお申込ください。

https://waseaca-singapore.com/form/kl/apply_summer/sformmail.html

②お申込完了いたしましたら、自動返信メールにて必ず申込内容のご確認をお願いいたします。

③申込内容を元に、こちらで合計料金を計算し、7月31日（日）に請求書をメールで送信いたします。

8月15日（月）までに請求金額を銀行振り込みかFlywire（マレーシア国外の方）にてお支払いください。

③手続きに関して

① 季節講習会について、お申込み内容の変更・キャンセルの際は、再度お申し込みのご入力はせず、

申込締切日までに、kl@waseaca.com へメールでご連絡ください。

なお、締切日を過ぎてからの変更・キャ ンセルについては、お受けできませんので、予めご了承ください。

② 季節講習会の申込締切日以降のキャンセルにつきましては、全額ご請求とさせていただきますが、授業後録画をお送りいたします。

③ 単科でのお申込（例：算数のみ受講）等の場合は割引料金にてご請求いたします。

④ 講習会にお申込みいただいた方で、9/20（火）までに通常授業へお申込の場合、入塾金RM750が免除となる特典がございます。

今後ご入塾を検討されている方は、7月中に入塾テストと親子面談を済ませておくとスムーズです。

⑤ 講習会のみご参加の方は、入塾テストや親子面談の必要はありません。

7月中の個別指導 締切 6月20日(月)
上記以外の授業 締切 7月10日(日)

https://waseaca-singapore.com/form/kl/apply_summer/sformmail.html
mailto:kl@waseaca.com


①各オンライン授業ZOOMのID・PW一覧やクラス分けに関しては、7月23日（土）までに各担当よりメールにてご家庭にお送りいたします。
オンライン授業にご参加の方は、授業当日そのIDにてご入室ください。

②夏期講習会テキストは原則クアラルンプール校舎内にて配布いたします。（塾生の方には講習会受講に関わらずお渡しいたします）

クアラルンプール圏外やマレーシア国外にお住まいの方、本帰国などで直接受け取りができない方は、マレーシア国外・マレーシア他
都市・日本の住所に郵送させていただきます。クアラルンプールにお住まいの方には郵送はいたしておりませんので、クアラルンプール
校舎にてお受け取り下さい。（郵送費につきましては、以下をご覧ください）

③校舎より教材の発送は7月15日頃を予定しております。

④期ごとや科目、曜日による対面・ZOOMの使い分け対応は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

⑤対面授業は教室の定員がありますので、受付を先着順とさせていただきます。

⑥1学期通常授業は7/23(土)に終了し、2学期通常授業は9/5(月)に再開します。

健康観察と体調不良時の受講について

くしゃみ、息切れ、鼻水、嗅覚の低下、咳、喉の痛みなど、発熱や呼吸器症状のある方は無理をせず、校舎に事前にご連絡ください。

その場合、対面授業受講でもZOOMでご参加いただきます。（ご欠席の場合は授業録画をお送りいたします）

その他

引き続き、マレーシア政府当局の指針を遵守して営業してまいりますが、やむを得ない情勢の変化により、教
室での対面授業が出来ない場合は、全てZOOMによるオンライン授業に移行させていただきます。何卒ご理解
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

郵送費（マレーシア国内クアラルンプール圏外） 郵送費（マレーシア国外）

RM200 RM500



Waseda Academy Kuala Lumpur Branch

Unit15-5, Menara 1MK, No.1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480, 

ワンモントキアラオフィス棟15階・学研教室モントキアラ校内

Tel：+60 14-280-2963

e-mail: kl@waseaca.com


