
４月　ＡＰＲ ５月　ＭＡＹ ６月　ＪＵＮ ７月　ＪＵＬ ８月　ＡＵＧ ９月　ＳＥＰ １０月　ＯＣＴ １１月　ＮＯＶ １２月　ＤＥＣ １月　ＪＡＮ ２月　ＦＥＢ ３月　ＭＡＲ

1 月　　☆ 日 金　　☆ 1

2 火　　☆ 土　　☆ 木　　☆ 2

3 金　　☆ 3

4 土　　☆ 4

5 日 水　　☆ 5

6 木　　☆ 6

7 日 日 7

8 日 日 土　　☆ 日 8

9 日　 9

10 日　 10

11 11

12 日 水　　☆ 12

13 木　　☆ 火　　☆ 日　 13

14 日 金　　☆ 水　　☆ 14

15 木　　☆ 日　 日 15

16 金　　☆ 16

17 火　　☆ 日 17

18 日　 水　　☆ 18

19 日 木　　☆ 日 19

20 20

21 21

22 日 日 22

23 月　　☆ 23

24 火　　☆ 火　　☆ 24

25 日 　　　 　 水　　☆ 25

26 木　　☆ 26

27 金　　☆ 27

28 日 土　　☆ 28

29 日 日 29

30 日　 水　　☆ 月　　☆ 月　　☆ 30

31 木　　☆ 火　　☆ 火　　☆ 31

備考

     ２０１９年度 三鈴学園 レッスン　スケジュール表（家庭掲示用　☆はレッスンお休みの日）  http://www.misuzugakuen.co.jp

月/日 月/日

水　即位の日 土8 月12 木16理科実験初級5 火23 日　学習発表会 水　元日 土37 日　 2/24のさん太

木　国民の休日 日   英語検定1 火12 金16 月20 水23 月30 日   英検Ｊ2 月41

水1 金　憲法記念日 月8 水12 土16理科初・中・上級5 火20理科実験上級6 木23 日　　文化の日 火31 月37 火41理科実験上級12

木1 土　みどりの日 火8 木12 日   自然体験5 水20 金23 月　　振替休日 水31 火38理科実験上級11 水41

金1 日　こどもの日 水9 金12 月17 木20理科実験初級6 土24 火27理科実験上級8 木31 木41理科実験初級12

土1 月4振休・さん太休　　木9 土12 火17理科実験上級5 金20 日   英語検定2 水27 金31 月34さん太休 金41

火4理科実験上級2 金9 水17 土20理科初・中・上級6 月24 木27理科実験初級8 土31 火34 金☆母親研修会3 土41理科初・中・上級12

月1 水5 土9  月13 木17 火24理科実験上級7 金27 水34

火1理科実験上級1 木5理科実験初級2 日  自然体験3　 火13理科実験上級4 金17理科実験中級5 月21 水24 土28理科初・中・上級8 月31 木34 月42

水2 金5 月9 水13 土☆宿泊研修 火21 木24理科実験初級7 火32理科実験上級9 金34 月38 火42

木2理科実験初級1 土5理科実初・中・上級2 火9 木13理科実験初級4 日☆宿泊研修・山の日水21 金24 月27 水32 土34 火　　建国記念の日 水42

金2 金13 月　　振替休日 木21 土25理科初・中・上級7 火28 木32理科実験初級9 日　 1/6のさん太 水38 木42

土2理科実初・中・上級1 月5 土13理科初・中・上級4 金21理科実験中級6 水28 金32 月   成人の日 木38理科実験初級11 金42理科実験中級12

火5 日　 7/15のさん太  土21 月　  体育の日 木28 土32理科初・中・上級9 火35理科実験上級10 金38理科実験中級11 土☆音楽発表会

月2 水6 土☆母親研修会1 月14海の日・さん太休 火25 金28理科実験中級8 水35 土38理科初・中・上級11日　 音楽発表会

火2 木6 日　漢検1・英検Ｊ1 火14 月  敬老の日 水25 土29 月32 木35理科実験初級10 日　 漢字検定3 月43

水3 金6理科実験中級2 月10 水14 土17 木25 火33 金35 月39 火43

木3 土6 火10理科実験上級3 木14 金25理科実験中級7 月28 水33 土35理科初・中・上級10火39 水43

金3理科実験中級1 水10 金14理科実験中級4 月18　　 土26 火29 木33 水39 木43

土3 月6 木10理科実験初級3 土14 火181・2年自然体験3　　金☆母親研修会2 日自然体験7・漢検2 水29 金33理科実験中級9 月35 木39 金43春分・さん太休

日  自然体験1 火6 金10 日   自然体験4　 水18　　 土22 月25 木29 土33 火36 金39 土42

月3 水7 土10理科初・中・上級3 月151・2年自然体験1 木181・2年自然体験4　　日　 9/23のさん太 火  即位礼正殿の儀 金29 水36 土39

火3 木7 日   算数検定1 火15 金18　　 月22秋分・さん太休 水26 土   勤労感謝の日 月33　 木36 日自然体験11・天皇誕生日　

水4 金7 月11 水15 土18　　 火22 木26 日   自然体験8 金36理科実験中級10 月40振休・さん太休

木4 土7 火11 木151・2年自然体験2 水22 金26 月29 水☆自然体験9 土36 火40

金4 日  自然体験2　 水11 金15幼児実験工作1 月19 木22 土27 火30 木☆自然体験9 日自然体験10・英検3 水40

土4 月7 木11 土15 火19 金22 日   算数検定2　 水30 月36 木40 金☆3/20のさん太

日　 5/6のさん太 火7 金11理科実験中級3 水19 土23 月26 木30 火37 金40 土43

月　昭和の日 水8 土11 月16幼児実験工作2 木19 日   自然体験6 火26 金30 水37 土40

火　退位の日 木8 火16 金19 月23 土30 木37

金8 水16 土19 金37

*１　しちだ・教育研究所の規定により、幼児教室、小学生コース、英語教室、音楽教室ともに年間４３回のレッスンをします。　　　　 ･三　 鈴　教室　℡（086）284-5222
*２　体調管理に気をつけ、レッスンを休まないようにしてください。また欠席される場合は、必ず連絡をしてください。　　　　　　　 ･さん 太  教室　℡（086）226-7333
*３　退室届・休室届・移動届などは、前月の２０日までに必ず提出ください。期日までに届が出ていない場合、正規の月謝となります。　　      ･西大寺　教室　℡（086）944-0700
*４　担当の先生の都合により、休みの日（☆印の日）にレッスンが振り替えられるときがあります。ご了承ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ･倉　 敷　教室　℡（086）466-4333
*５　さん太教室は、山陽新聞カルチャープラザの開講スケジュールによるため、他の教室とは違いがあります。ご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・理 科 実験室  ℡（086）286-4777
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