
5. プレ TOEIC 自習スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

中級クラス 後期 中級クラス 前期 

 

 

 

「初級クラス」あるいは「中級クラス」のスケジュールに従い、スーパースタンダードコースの指示されたユニットを決められた期日

までに必ず学習し、小テストに備えてください。どちらのスケジュールに従うべきかは、各クラスにおいて指示があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業日 小テスト 自習範囲

リスニング    教材05

リーディング  教材03

リスニング    教材09

リーディング  教材10

リスニング    教材12

リーディング  教材16

リスニング    教材18

リーディング  教材22

リスニング    教材21

リーディング  教材26

リスニング    教材04

リーディング  教材04

リスニング    教材07

リーディング  教材08

リスニング    教材13

リーディング  教材11

リスニング    教材17

リーディング  教材15

リスニング    教材23

リーディング  教材20

2014/06/10(火) -----

2014/07/22(火)

2014/07/29(火)

2014/06/03(火)

2014/06/17(火)

2014/06/24(火)

2014/07/01(火)

2014/07/08(火)

2014/07/15(火)

学期末テスト

-----

2014/04/15(火)

2014/04/22(火)

2014/05/02(金)

2014/05/13(火)

2014/05/20(火)

2014/05/27(火)

1

2

3

レベル診断テスト

-----

8

9

10

4

5

6

7

授業日 小テスト 自習範囲

リスニング    教材28

リーディング  教材32

リスニング    教材35

リーディング  教材37

リスニング    教材39

リーディング  教材39

リスニング    教材44

リーディング  教材43

リスニング    教材50

リーディング  教材47

リスニング    教材25

リーディング  教材23

リスニング    教材32

リーディング  教材28

リスニング    教材36

リーディング  教材34

リスニング    教材41

リーディング  教材41

リスニング    教材46

リーディング  教材46

2014/11/25(火)

2014/12/02(火)

2014/12/09(火)

2014/12/16(火)

2015/01/06(火)

2015/01/20(火)

学期末テスト

2014/10/07(火)

2014/10/14(火)

2014/10/21(火)

2014/10/28(火)

2014/11/04(火）

2014/11/11(火)

-----

2015/01/27(火)

2

3

4

1

-----

9

10

5

6

7

8

2014/11/18(火) -----



初級クラス 前期 初級クラス 後期 

 

 

 
授業日 小テスト 自習範囲

リスニング    教材01

リーディング  教材02

リスニング    教材08

リーディング  教材06

リスニング    教材14

リーディング  教材12

リスニング    教材16

リーディング  教材18

リスニング    教材22

リーディング  教材24

リスニング    教材02

リーディング  教材01

リスニング    教材06

リーディング  教材05

リスニング    教材11

リーディング  教材09

リスニング    教材19

リーディング  教材14

リスニング    教材24

リーディング  教材17

2014/07/22(火)

2014/07/29(火)

2014/06/03(火)

2014/06/17(火)

2014/06/24(火)

2014/07/01(火)

2014/07/08(火)

2014/07/15(火)

2014/06/10(火)

2014/04/15(火)

2014/04/22(火)

2014/05/02(金)

2014/05/13(火)

2014/05/20(火)

2014/05/27(火)

レベル診断テスト

-----

学期末テスト

-----

4

5

6

7

1

2

3

8

9

10

-----

授業日 小テスト 自習範囲

リスニング    教材30

リーディング  教材31

リスニング    教材33

リーディング  教材36

リスニング    教材40

リーディング  教材42

リスニング    教材43

リーディング  教材44

リスニング    教材49

リーディング  教材49

リスニング    教材27

リーディング  教材21

リスニング    教材31

リーディング  教材29

リスニング    教材38

リーディング  教材35

リスニング    教材45

リーディング  教材40

リスニング    教材47

リーディング  教材48

2014/11/18(火) -----

9

10

5

6

7

8

2

3

4

1

-----

学期末テスト

2014/10/07(火)

2014/10/14(火)

2014/10/21(火)

2014/10/28(火)

2014/11/04(火）

2014/11/11(火)

-----

2015/01/27(火)

2014/11/25(火)

2014/12/02(火)

2014/12/09(火)

2014/12/16(火)

2015/01/06(火)

2015/01/20(火)


