
チェック 校舎 通塾クラス 対象中学校 日付 曜日 時間

玉島本校 中1文系 玉島東中 5月29日 日 10：00～12：00

玉島本校 中1理系 玉島東中 5月29日 日 12：40～14：40

玉島本校 中2文系 玉島東中 5月29日 日 12：40～14：40

玉島本校 中2理系 玉島東中 5月29日 日 14：50～16：50

玉島本校 中3文系 玉島東中 5月29日 日 14：50～16：50

玉島本校 中3理系 玉島東中 5月29日 日 17：00～19：00

玉島本校 中2・中3F文系 玉島北中・清心中 5月21日 土 18：20～20：00

玉島本校 中2・中3F理系 玉島北中・清心中 5月21日 土 10：00～11：40

玉島本校 中1～中3文系 金光学園中・大安寺中等教育・倉敷天城中 5月15日 日 16：15～18：15

玉島本校 中1～中3理系 金光学園中・大安寺中等教育・倉敷天城中 5月15日 日 18：30～20：30

新倉敷駅前校 中1S文系 玉島北中 5月22日 日 10：00～12：00

新倉敷駅前校 中1S理系 玉島北中 5月19日 木 19：20～21：20

新倉敷駅前校 中2S文系 玉島北中 5月22日 日 12：45～14：45

新倉敷駅前校 中2S理系 玉島北中 5月19日 木 17：00～19：00

新倉敷駅前校 中3S文系 玉島北中 5月22日 日 15：00～17：00

新倉敷駅前校 中3S理系 玉島北中 5月21日 土 9：00～11：00

新倉敷駅前校 中1～中3S 船穂中

玉島西校 中1S文系 玉島西中 5月14日 土 10：30～12：30

玉島西校 中1S理系 玉島西中 5月15日 日 10：00～12：00

玉島西校 中2S文系 玉島西中 5月14日 土 12：45～14：45

玉島西校 中2S理系 玉島西中 5月15日 日 12：30～14：30

玉島西校 中3S文系 玉島西中 5月11日 水 19：00～21：00

玉島西校 中3S理系 玉島西中 5月14日 土 13：00～15：00

玉島西校 中１S文系 鴨方中 5月21日 土 13：30～15：30

玉島西校 中1S理系 鴨方中 5月21日 土 11：00～13：00

玉島西校 中2S文系 黒崎中 5月28日 土 13：30～15：30

玉島西校 中2S理系 黒崎中 5月28日 土 11：00～13：00

玉島西校 中1～中3S文系 金光中 6月4日 土 13：30～15：30

玉島西校 中1～中3S理系 金光中 6月4日 土 11：00～13：00

連島校 中1～中3文系 連島中・連島南中 5月14日 土 13：00～15：30

連島校 中1～中3理系 連島中・連島南中 5月15日 日 13：00～15：30

連島校 中1V文系 倉敷第一中 5月21日 土 10：00～11：10

連島校 中1V理系 倉敷第一中 5月21日 土 11：10～12：20

笹沖校 中1S文系 新田中・福田中 5月22日 日 12：30～14：30

笹沖校 中1S理系 新田中・福田中 5月22日 日 14：45～16：45

笹沖校 中2S文系 新田中・福田中 5月22日 日 10：00～12：00

笹沖校 中2S理系 新田中・福田中 5月21日 土 14：00～16：00

笹沖校 中３S文系 新田中・福田中 5月21日 土 13：00～15：00

笹沖校 中3S理系 新田中・福田中 5月22日 日 12：30～14：30

笹沖校 中3F文系 新田中・福田中 5月22日 日 14：45～16：45

笹沖校 中3F理系 新田中・福田中 5月21日 土 12：30～14：30

笹沖校 中3F文系 多津美中 5月14日 土 14：45～16：15

笹沖校 中３F理系 多津美中 5月14日 土 13：00～14：30

真備校 中1S文系 真備中・真備東中 5月29日 日 12：30～14：30

真備校 中1S理系 真備中・真備東中 5月29日 日 14：45～16：45

真備校 中2S文系 真備中・真備東中 5月29日 日 14：45～16：45

真備校 中2S理系 真備中・真備東中 5月29日 日 12：30～14：30

真備校 中３S文系 真備中・真備東中 5月29日 日 10：00～12：00

真備校 中３S理系 真備中・真備東中 5月28日 土 13：00～15：00

総社校 中1・中2S文系 総社中・総社東中 5月29日 日 15：15～17：15

総社校 中1・中2S理系 総社中・総社東中 5月29日 日 13：00～15：00

総社校 中3S文系 総社中・総社東中 5月29日 日 13：00～15：00

総社校 中3S理系 総社中・総社東中 5月29日 日 15：15～17：15

総社校 中1・中3S文系 総社西中 5月21日 土 13：00～15：00

総社校 中1・中3S理系 総社西中 5月21日 土 15：15～17：15

倉敷浜町校 中1S文系 東中 5月28日 土 12：45～14：45

倉敷浜町校 中1S理系 東中 5月28日 土 10：00～12：00

倉敷浜町校 中2S文系 東中 5月28日 土 9：30～11：30

倉敷浜町校 中2S理系 東中 5月28日 土 12：15～14：15

倉敷浜町校 中３S文系 東中 5月28日 土 11：15～13：15

倉敷浜町校 中３S理系 東中 5月28日 土 9：00～11：00

誠泉塾　１学期中間考査【集中勉強会】全校舎予定表

☆ご質問,ご不明点等は担当教師までお問合せください。

調整中


