
1 (土) 1 (月) 休校 1 (木) 第8週 1 (土) 第12週 1 (火) 1 (金) 第1週

2 (日) 2 (火) 休校 2 (金) 第8週 2 (日) 第12週 2 (水) 2 (土) 第1週

3 (月) 3 (水) 休校 3 (土) 第８週 3 (月) 第12週 3 (木) 3 (日)

4 (火) 4 (木) 休校 4 (日) 第8週 4 (火) 第12週 4 (金) 4 (月)

5 (水) 5 (金) 休校 5 (月) 第8週 5 (水) 第12週 5 (土) 5 (火)

6 (木) 前期・第1週 6 (土) 第4週 6 (火) 第８週 6 (木) 第13週 6 (日) 6 (水) 第1週

7 (金) 第1週 7 (日)
英単語記述テスト
リベンジ[10:00～] 7 (水) 第8週 7 (金) 第13週 7 (月) 7 (木) 第1週

8 (土) 第1週 8 (月) 第４週 8 (木) 第9週 8 (土) 第13週 8 (火) 8 (金) 第2週

9 (日) 第1週 9 (火) 第４週 9 (金) 第9週 9 (日)
例文集・ミリカ杯
(10:20～10:40) 9 (水) 9 (土) 第2週

10 (月) 第1週 10 (水) 第４週 10 (土) 第9週 10 (月) 第13週 10 (木) 10 (日) 駿台模試(外部)

11 (火) 第1週 11 (木) 第5週 11 (日) 第9週 11 (火) 第13週 11 (金) 11 (月) 第2週

12 (水) 第1週 12 (金) 第5週 12 (月) 第9週 12 (水) 第13週 12 (土) 12 (火) 第２週

13 (木) 第2週 13 (土) 第5週 13 (火) 第9週 13 (木) 第14週 13 (日) 休校 13 (水) 第２週

14 (金) 第2週 14 (日) 河合塾模試(外部) 14 (水) 第9週 14 (金) 第14週 14 (月) 休校 14 (木) 第２週

15 (土) 第2週 15 (月) 第5週 15 (木) 第10週 15 (土) 第14週 15 (火) 休校 15 (金) 第3週

16 (日) 第2週 16 (火) 第５週 16 (金) 第10週 16 (日) 駿台模試(外部) 16 (水) 休校 16 (土) 第3週

17 (月) 第２週 17 (水) 第５週 17 (土) 第10週 17 (月) 第14週 17 (木) 17 (日)
第1回・理科 or

社会模試(10:00～)

18 (火) 第２週 18 (木) 第６週 18 (日) 第10週 18 (火) 第14週 18 (金) 18 (月) 第３週

19 (水) 第２週 19 (金) 第6週 19 (月) 第10週 19 (水) 第14週 19 (土) 19 (火) 第３週

20 (木) 第3週 20 (土) 第6週 20 (火) 第10週 20 (木) 第15週 20 (日) 20 (水) 第３週

21 (金) 第3週 21 (日)
英数 monthly test

高卒生10:00～ 21 (水) 第10週 21 (金) 第1５週 21 (月) 21 (木) 第3週

22 (土) 第3週 22 (月) 第6週 22 (木) 第11週 22 (土) 第15週 22 (火) 22 (金) 第4週

23 (日)
第一回［10:00～］
英単語記述テスト 23 (火) 第６週 23 (金) 第11週 23 (日)

英数 monthly test
高卒生10:00～ 23 (水) 23 (土) 第４週

24 (月) 第３週 24 (水) 第６週 24 (土) 第11週 24 (月) 第15週 24 (木) 24 (日) 駿台模試(外部)

25 (火) 第３週 25 (木) 第7週 25 (日)
英数 monthly test

高卒生10:00～ 25 (火) 第15週 25 (金) 25 (月) 第4週

26 (水) 第３週 26 (金) 第7週 26 (月) 第11週 26 (水) 第15週 26 (土) 26 (火) 第４週

27 (木) 第4週 27 (土) 第7週 27 (火) 第11週 27 (木) 27 (日) 27 (水) 第４週

28 (金) 第4週 28 (日) 英単語・ミリカ杯 28 (水) 第11週 28 (金) 28 (月) 28 (木) 第４週

29 (土) 休校 29 (月) 第7週 29 (木) 第12週 29 (土) 29 (火) 29 (金) 第5週

30 (日) 休校 [河合塾模試] 30 (火) 第7週 30 (金) 英単語記述テスト期限 30 (日) 30 (水) 30 (土) 第5週

31 (水) 第7週 31 (月) 31 (木)

1 (日)
第2回・理科 or

社会模試（10:00～）
1 (水) 第８週 1 (金) 第13週 1 (月) 休校 1 (木) 第19週 1 (木)

2 (月) 第５週 2 (木) 第8週 2 (土) 第13週 2 (火) 休校 2 (金) 第20週 2 (金)

3 (火) 第５週 3 (金) 第9週 3 (日)
最終回・理科 or

社会模試（10:00～）
3 (水) 休校 3 (土) 第20週 3 (土)

4 (水) 第5週 4 (土) 第9週 4 (月) 第13週 4 (木) 4 (日) 第20週 4 (日)

5 (木) 第5週 5 (日)
英数 monthly test

高卒生10:00～ 5 (火) 第13週 5 (金) 5 (月) 第20週 5 (月)

6 (金) 6 (月) 第9週 6 (水) 第13週 6 (土) 6 (火) 第20週 6 (火)

7 (土) 7 (火) 第9週 7 (木) 第13週 7 (日) 7 (水) 第20週 7 (水)

8 (日) 第2回英検一次試験 8 (水) 第９週 8 (金) 第14週 8 (月) 第16週 8 (木) 第20週 8 (木)

9 (月) 9 (木) 第9週 9 (土) 第14週 9 (火) 第1６週 9 (金) 第21週 9 (金)

10 (火) 10 (金) 第10週 10 (日) 第14週 10 (水) 第1６週 10 (土) 第21週 10 (土)

11 (水) 11 (土) 第10週 11 (月) 第14週 11 (木) 第16週 11 (日) 第21週 11 (日)

12 (木) 12 (日)
第4回・理科 or

社会模試（10:00～）
12 (火) 第14週 12 (金) 第17週 12 (月) 第21週 12 (月)

13 (金) 第6週 13 (月) 第10週 13 (水) 第14週 13 (土) 第17週 13 (火) 第21週 13 (火)

14 (土) 第６週 14 (火) 第10週 14 (木) 第14週 14 (日) 第17週 14 (水) 第21週 14 (水)

15 (日) 河合塾マーク模試(外) 15 (水) 第1０週 15 (金) 第15週 15 (月) 第17週 15 (木) 第21週 15 (木)

16 (月) 第6週 16 (木) 第10週 16 (土) 第15週 16 (火) 第17週 16 (金) 第22週 16 (金)

17 (火) 第6週 17 (金) 第11週 17 (日)
最終 英数 monthly

test（10:00～） 17 (水) 第1７週 17 (土) 第22週 17 (土)

18 (水) 第6週 18 (土) 第11週 18 (月) 第15週 18 (木) 第17週 18 (日) 第22週 18 (日)

19 (木) 第6週 19 (日) 第11週 19 (火) 第15週 19 (金) 19 (月) 第22週 19 (月)

20 (金) 第7週 20 (月) 第11週 20 (水) 第15週 20 (土) 20 (火) 第22週 20 (火)

21 (土) 第7週 21 (火) 第11週 21 (木) 第15週 21 (日) 21 (水) 第22週 21 (水)

22 (日) 河合塾記述模試(外) 22 (水) 第1１週 22 (金) 第16週 22 (月) 22 (木) 第22週 22 (木)

23 (月) 第7週 23 (木) 第11週 23 (土) 第16週 23 (火) 23 (金) 23 (金)

24 (火) 第7週 24 (金) 第12週 24 (日) 第16週 24 (水) 24 (土) 24 (土)

25 (水) 第7週 25 (土) 第12週 25 (月) 25 (木) 25 (日) 25 (日)

26 (木) 第7週 26 (日)
第5回・理科 or

社会模試（10:00～）
26 (火) 26 (金) 第19週 26 (月) 26 (月)

27 (金) 第8週 27 (月) 第12週 27 (水) 27 (土) 第19週 27 (火) 27 (火)

28 (土) 第8週 28 (火) 第12週 28 (木) 28 (日) 第19週 28 (水) 28 (水)

29 (日)
第3回・理科 or

社会模試（10:00～）
29 (水) 第12週 29 (金) 29 (月) 第19週 29 (木)

30 (月) 第8週 30 (木) 第12週 30 (土) 30 (火) 第19週 30 (金)

31 (火) 第8週 31 (日) 休校 31 (水) 第19週 31 (土)

★休校日→完全休校となります。自習室の利用ができません。 2023/4/15

★予定が変更となる場合があります。
★講習会スケジュールは授業内でご案内します。
★模試のスケジュールは別途案内があります。

高卒生・実力判定模試
①

英語・数学・理科
[社会・国語]

※ 調整週
調整週は授業は

お休みです。

平常授業で休講が
あった場合に

この週に補講を
行います。

《自習室は開放》

常に最新版を
チェック。

春期講習会
《春期講習会中は，

春期講習会の日程表
に従います》

冬期講習会
《冬期講習会中は，

冬期講習会の日程表
に従います》

※ 調整週
調整週は授業は

お休みです。
平常授業で休講が

あった場合に
この週に補講を

行います。
《自習室は開放》冬期講習会

《冬期講習会中は，
冬期講習会の日程表

に従います》

９月《後期》

夏期講習会
前半

《夏期講習会中は，
夏期講習会の日程表

に従います》

夏期講習会
後半

《夏期講習会中は，
夏期講習会の日程表

に従います》

卒業生は27日が
河合塾模試(外部)

夏期講習・始動
※個別指導は夏期中は

３回の設定。但し、
個別指導のみの人は

４回の設定となります。

卒業生は30日が
河合塾模試(外部)

高卒生・実力判定模試
②

英語・数学・理科
[社会・国語]

9月3日

第18週

1月までのクラス
及び高３以上の

個別指導は
第18週で終了

10月《後期》 11月《後期》 12月《後期》《冬期》 1月《冬期》《後期》 2月《後期》 3月《春期》

2023年度 ミリカ（医専･予備校･キッズ）年間予定表
4月《前期》 5月《前期》 6月《前期》 7月《前期》 ８月《夏期》

キッズ英語も個別指導も，年間予定表に従い，授業が行われます。

ご注意下さい。日曜日は自習時間が異なります。祭日もこの表に従います。

※ 調整週は，基本的にお休みですが，他の週で授業が
お休みになった週があれば，調整週に授業が行われます。
各先生の指導に従ってください。

個別指導は

３回です。

個別指導は

４回です。

冬期中
個別指導なし

日
曜
日
に
書
か
れ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
は
卒
業
生
用



※最新分が未発表の模試は昨年度を参考に記載（3/12現在)
　詳細が確定次第更新します。

２月

各模試の詳細は別途冊子があります。英検詳細は申込受付開始日の１，２週間前に案内します。

12月

2024年

１月

８月

９月

10月

11月

６月

７月

2023年度おすすめの模試

５月

河合塾 駿台 五ツ木模試（中３）・英検

4月３０日 第1回全統共通テスト模試

１４日 第1回全統記述模試
２１日 第1回全統高２模試
２４日 第1回全統高１模試

７日 第1回駿台atama+共通テスト模試

１４日 第1回五ツ木模試
２３日
第269回TOEIC(午後)

２０日 第２回全統高２模試
２４日 第２回全統高１模試

２７日 第２回全統記述模試

１１日 第1回高2駿台全国模試
４日 第1回英検一次試験

１１日 第２回五ツ木模試

１６日 第2回駿台atama+共通テスト模試
９日 第1回英検二次試験[B日程]

９日 第３回五ツ木模試

１０日 第1回駿台・ベネッセ

大学入学共通テスト模試

２４日 第2回駿台全国模試

１０日 第４回五ツ木模試
２３日 第269回TOEIC(午後)

１５日 第3回全統共通テスト模試

１７日 高２プライムステージ

１７日 高１プライムステージ
２２日 第３回全統記述模試

２９日 第３回全統高２模試

２４日 第３回全統高１模試

８日 第2回駿台・ベネッセ記述模試

１５日 第２回高２駿台全国模試

２２日 第2回高1駿台全国模試

２９日 第3回駿台・ベネッセ

大学入学共通テスト模試

８日 第2回英検一次試験
１０日 第5回五ツ木模試

１９日 全統プレ共通テスト
１２日 第６回五ツ木模試

１５日 第2回英検二次試験[B日程]

１０日 駿台atama+プレ共通テスト １０日 第７回五ツ木模試

２１日 第４回全統高１模試
２８日 全統共通テスト高２模試

2８日 高１アドバンスト（Z会・駿台共催）

２１日 第８回五ツ木模試

第3回英検一次試験
２３日 第269回TOEIC(午後)

2５日 第３回英検二次試験[B日程]

3０日 第２回全統共通テスト模試

５日 高2アドバンスト（Z会・駿台共催）

３１日

11日 第３回高２駿台全国模試
1８日 第３回高１駿台全国模試


