
 

　R4　10月スケジュール 学習塾 Ｎスクール 
☎0285-38-6500

日 月 火 水 木 金 土

   10月授業について 
　  ①　授業はオンラインでも受講出来ます。 
           送迎都合や体調不良等でSkypeでの受講をする場合は、事前にご連絡下さい。 
　  ②   14:00～22:30の時間で、自習室を開放します。授業前後の時間も有効に利用して下さい。 
　  ③　Ｎカフェ開放日は、Ｎカフェにて自習を行うことが出来ます。　　 
     ④　10/27(木)～10/30(日)は休校となります。この期間で中学生の三者面談を実施します。 
     ★   10/2(日)に中3下野テスト(14:00集合、19:00解散)を実施します。

9/29 9/30 10/1
Nカフェ開放日(15:00~20:00)

18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50
高３ 高３ 中3A
英語② 数ⅠA 理・社・国

19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50
高３ 中3A 高３ 中3B 中3A
物理 入試対策 数ⅡB 理・社・国 数学

20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50
中2A 中3A 中2B 中3B 高1 高2

理・社・国 入試対策 理・社・国 数学 演習 数学
21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50

中2A 中2B 高1 高２
数学 数学 数学 英語

10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8
Nカフェ開放日(16:00~22:00) Nカフェ開放日(15:00~20:00)

中3下野テスト 
(14:00~19:00) 

 
自習室開放 
(14:00~21:00) 

18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50
高３ 高３ 高３ 中3A
英語① 英語② 数ⅠA 理・社・国

19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50
中3A 高３ 中3B 中１ 中3B 高３ 中3A 高３ 中3B 中3A
英語 化学 英語 数学 入試対策 物理 入試対策 数ⅡB 理・社・国 数学

20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50
中2A 中3A 中2B 中3B 中１ 中3B 中2A 中3A 中2B 中3B 高1 高2
英語 理・社・国 英語 理・社・国 英語 入試対策 理・社・国 入試対策 理・社・国 数学 演習 数学

21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50
中2A 中2B 高１ 高２ 中2A 中2B 高1 高２

理・社・国 理・社・国 英語 演習 数学 数学 数学 英語
10/9 10/10 スポーツの日 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15

Nカフェ開放日(16:00~22:00) Nカフェ開放日(15:00~20:00)
 
 
 

休校

18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50
高３ 高３ 高３ 中3A
英語① 英語② 数ⅠA 理・社・国

19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50
中3A 高３ 中3B 中１ 中3B 高３ 中3A 高３ 中3B 中3A
英語 化学 英語 数学 入試対策 物理 入試対策 数ⅡB 理・社・国 数学

20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50
中2A 中3A 中2B 中3B 中１ 中3B 中2A 中3A 中2B 中3B 高1 高2
英語 理・社・国 英語 理・社・国 英語 入試対策 理・社・国 入試対策 理・社・国 数学 演習 数学

21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50
中2A 中2B 高１ 高２ 中2A 中2B 高1 高２

理・社・国 理・社・国 英語 演習 数学 数学 数学 英語
10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22

Nカフェ開放日(16:00~22:00) Nカフェ開放日(15:00~20:00)
 
 
 

休校

18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50
高３ 高３ 高３ 中3A
英語① 英語② 数ⅠA 理・社・国

19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50
中3A 高３ 中3B 中１ 中3B 高３ 中3A 高３ 中3B 中3A
英語 化学 英語 数学 入試対策 物理 入試対策 数ⅡB 理・社・国 数学

20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50
中2A 中3A 中2B 中3B 中１ 中3B 中2A 中3A 中2B 中3B 高1 高2
英語 理・社・国 英語 理・社・国 英語 入試対策 理・社・国 入試対策 理・社・国 数学 演習 数学

21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50
中2A 中2B 高１ 高２ 中2A 中2B 高1 高２

理・社・国 理・社・国 英語 演習 数学 数学 数学 英語
10/23 10/24 10/25 10/26

10/27(木)～10/30(日)  休校  (中学生の三者面談を実施します) 
 

自習室開放　10/27(木)、10/28(金) → 15:00~22:00 
                  10/29(土)、10/30(日) → 14:00~21:00 

Nカフェ開放日(16:00~22:00)

自習室開放 
(14:00~21:00) 

18:00~18:50 18:00~18:50 18:00~18:50
高３
英語①

19:00~19:50 19:00~19:50 19:00~19:50
中3A 高３ 中3B 中１ 中3B
英語 化学 英語 数学 入試対策

20:00~20:50 20:00~20:50 20:00~20:50
中2A 中3A 中2B 中3B 中１ 中3B
英語 理・社・国 英語 理・社・国 英語 入試対策

21:00~21:50 21:00~21:50 21:00~21:50
中2A 中2B 高１ 高２

理・社・国 理・社・国 英語 演習

 


