
千種 川原通 浄心 小田井 黒川 平安通 藤が丘 名東上菅 扇台 滝ノ水 神の倉 有松

12/24. 理科 英語 数学 国語 国語 英語 12/24. 国語 社会 英語 数学 英語 英語

12/26. 英語 国語 社会 社会 数学 理科 12/26. 英語 国語 数学 国語 理科 数学

12/27. 国語 社会 理科 英語 理科 社会 12/27. 理科 数学 社会 理科 社会 理科

12/29. 数学 数学 国語 数学 社会 数学 12/29. 数学 英語 理科 社会 数学 社会

12/30. 社会 理科 英語 理科 英語 国語 12/30. 社会 理科 国語 英語 国語 国語

植田 熱田 岩塚 伏屋 高畑 桜本町 道徳 南陽 志段味 守山本部

12/24. 国語 社会 国語 社会 国語 社会 12/24. 理科 数学 理科 数学

12/26. 理科 理科 英語 国語 社会 国語 12/26. 社会 社会 社会 英語

12/27. 数学 数学 理科 英語 理科 数学 12/27. 国語 国語 英語 国語

12/29. 英語 英語 数学 数学 英語 英語 12/29. 数学 理科 国語 理科

12/30. 社会 国語 社会 理科 数学 理科 12/30. 英語 英語 数学 社会

春日井本部 高蔵寺 勝川 瀬戸 瀬戸口 尾張旭本部 日進 香久山 長久手 大府

12/24. 数学 社会 国語 国語 数学 数学 12/24. 社会 数学 理科 社会

12/26. 国語 理科 社会 英語 理科 社会 12/26. 国語 英語 社会 国語

12/27. 理科 国語 数学 社会 国語 英語 12/27. 数学 国語 英語 数学

12/29. 社会 英語 理科 理科 英語 理科 12/29. 英語 社会 数学 英語

12/30. 英語 数学 英語 数学 社会 国語 12/30. 理科 理科 国語 理科

一宮 一宮南 一宮西 木曽川 尾西 国府宮 大里 平和 江南 古知野 清須 西春

12/24. 国語 社会 理科 数学 数学 社会 12/24. 理科 数学 英語 国語 社会 理科

12/26. 社会 国語 英語 理科 理科 理科 12/26. 国語 理科 国語 数学 理科 英語

12/27. 数学 英語 数学 英語 社会 英語 12/27. 英語 社会 社会 理科 国語 国語

12/29. 理科 数学 社会 国語 英語 国語 12/29. 社会 英語 数学 英語 数学 社会

12/30. 英語 理科 国語 社会 国語 数学 12/30. 数学 国語 理科 社会 英語 数学

岩倉駅前 津島 蟹江 美和 大治 甚目寺 弥富

12/24. 国語 理科 国語 理科 社会 理科 12/24. 社会

12/26. 英語 国語 英語 数学 国語 英語 12/26. 理科

12/27. 数学 数学 理科 国語 英語 国語 12/27. 英語

12/29. 理科 社会 社会 英語 数学 数学 12/29. 国語

12/30. 社会 英語 数学 社会 理科 社会 12/30. 数学

三好丘 刈谷 刈谷南 安城 知立 岡崎駅前 矢作 竜美丘 梅園 西尾駅前

12/24. 理科 英語 理科 社会 理科 数学 12/24. 理科 国語 数学 国語

12/26. 数学 社会 英語 数学 社会 社会 12/26. 数学 数学 英語 理科

12/27. 社会 数学 社会 国語 国語 英語 12/27. 国語 理科 社会 英語

12/29. 国語 理科 国語 英語 数学 国語 12/29. 英語 社会 理科 数学

12/30. 英語 国語 数学 理科 英語 理科 12/30. 社会 英語 国語 社会

２０１９年度　中３　単科集中ゼミ　授業日程表（名古屋）

２０１９年度　中３　単科集中ゼミ　授業日程表（尾張東部）

２０１９年度　中３　単科集中ゼミ　授業日程表（尾張西部）

２０１９年度　中３　単科集中ゼミ　授業日程表（西三河）


