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   ２０２２年度 春期② 時間割 
 

        基本授業時間 中３  (月)水金土：19:15～21:40    中２  月火木(土)：19:15～21:40    中１  (月)火木金 ：19:15～21:40     
                      ) 

 

 4/17日 18月 19火 20水 21木 22金 23土 

開校時間・自習室 なし 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

中１  
○理社特訓 atama+ 

18:00~20:00 

●国数英 

18:00~20:00 
 

●英数演習 atama+ 

18:00~20:00 

●理社 

18:00~20:00 
 

中２  ●国数英 ●英数演習 atama+  ●理社  ○理社特訓 atama+ 

中３  ○理社特訓 atama+  ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社 

  この週から基本時間割が上記のものに変更になっています。 確認をよろしくお願いします。 
 

 4/24日 25月 26火 27水 28木 29金 30土 

開校時間・自習室 なし 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

中１  
○理社特訓 atama+ 

18:00~20:00 

●国数英 

18:00~20:00 
 

●英数演習 atama+ 

18:00~20:00 
教師がﾜｸﾁﾝ 

３回目接種の 

翌日のため 

授業お休み 

 

中２  ●国数英 ●英数演習 atama+  ●理社 ○理社特訓 atama+ 

中３  ○理社特訓 atama+  ●国数英  ●理社 

      自習室開放  
 

 5/1日 2月 3火 4水 5木 6金 7土 

開校時間・自習室 なし なし なし なし 16-23 16-23 1４-23 

中１    
 ●英数演習 atama+ 

19:15~21:40 

●理社 

19:15~21:40 
 

中２     ●理社  ○理社特訓 atama+ 

中３      ●英数演習 atama+ ●理社 

        
 

 5/8日 9月 10火 11水 12木 13金 14土 

開校時間・自習室 なし 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

中１  ○理社特訓 atama+ ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社  

中２  ●国数英 ●英数演習 atama+  ●理社  ○理社特訓 atama+ 

中３  ○理社特訓 atama+  ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社 

    湊中 修学旅行 （１５日に授業振替）  
 

 5/15日 16月 17火 18水 19木 20金 21土 

開校時間・自習室 12-17 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

中１ ※大館中・湊中 

テスト対策 

13:00-17:00 

○理社特訓 atama+ ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社  

中２ ●国数英 ●英数演習 atama+  ●理社  ○理社特訓 atama+ 

中３ ○理社特訓 atama+  ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社 

  八戸高校 中間考査  大館中１次考査  

    八戸北高・東高 中間考査  (北高１年は 19・20 のみ)  
 

 5/22日 23月 24火 25水 26木 27金 28土 

開校時間・自習室 12-17 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

中１ ※大館中以外 

テスト対策 

13:00-17:00 

○理社特訓 atama+ ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社  

中２ ●国数英 ●英数演習 atama+  ●理社  ○理社特訓 atama+ 

中３ ○理社特訓 atama+  ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社 

      中学校１次考査 大館中体育祭 
 

 5/29日 30月 31火 6/1 水 2木 3金 4土 

開校時間・自習室 なし 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

中１  ○理社特訓 atama+ ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社  

中２  ●国数英 ●英数演習 atama+  ●理社  ○理社特訓 atama+ 

中３  ○理社特訓 atama+  ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社 

      英検①(学校会場)  
 

 6/5日 6月 7火 8水 9木 10金 11土 

開校時間・自習室 なし 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

中１  ○理社特訓 atama+ ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社  

中２  ●国数英 ●英数演習 atama+  ●理社  ○理社特訓 atama+ 

中３  ○理社特訓 atama+  ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社 

 英検①(一般会場)       
 

●通塾曜日を確認しよう！  

わたしの標準授業日は・・・       (来れないときは別日に振替しよう) 
 日 月 火 水 木 金 土 

開校時間・自習室 なし 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

授業日 
       

自習は授業曜日に関係なく毎日 OK！テストに向けて頑張ろう！(^^♪ 

 
７３－５１１７ 
 

 
  あおば伸学塾 LINE 
塾との連絡全般にお使いいた

だけます。時間の確認や相談、

わからない問題の質問、欠席・

遅刻の連絡などにもどうぞ。 

 

●開校時間は「17-23」の場

合「17 時から 23 時まで」で

す。高校生のみなさんは、こ

の時間を見て来てください。 

●黒塗りの日は休講日です。

自習室の開放もありません。 

●遅刻・欠席の際はご連絡

くださるようお願いします。

また欠席した際は別の日に

来て学習しましょう。 

 

○新型コロナウィルスの影響で

予定が変更になる場合がありま

す。(その場合別途お知らせ) 

現時点では、しっかりと対策を行

い授業を実施していきます。皆

様にもマスクの着用や手指の消

毒などのご協力をお願いします。 

 

○中 1 生の授業時間は、４月中 

 18:00-20:00 でしたが、５月から 

通常の 19:15-21:40 に変更と  

なります。 

 

○５月は中学高校とも定期テス  

トがあります。授業日以外も  

積極的に来て学習しましょう。 

 

○英検が、学校で受ける人は 

６月３日、一般は６月５日にあり   

ます。早めの準備をしましょう。 

 

○随時面談やご相談を受け付

けています。 お気軽にご連絡く

ださい。また、各種検定の対策に

ついてもご相談ください。 

 

以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GW休業日 




