
   ２０２２年度 冬期時間割 
 

        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     
※上記で(  )の曜日[時間割でオレンジの部分]は、「理社特訓」オプションを選択している生徒の授業日です。      ) 

 

 12/18日 19月 20火 21水 22木 23金 24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 中３全県テスト 

友の会福祉会館 

○理社特訓 atama+  ●国数英  ●英数演習 atama+ ●理社 

     小中学校 終業式 冬休み(～1/12) 
 

 12/25日 26月 27火 28水 29木 30金 31土 

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

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

中２  ●国数英 ●英数演習 atama+  ●理社   

中３  ○理社特訓 atama+  ●国数英    
 

 1/1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 1４-23 1４-23 1４-23 

中１     ●国数英 ●理社  

中２     ●国数英  ○理社特訓 atama+ 

中３      ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 
 

 1/8日 9月 10火 11水 12木 13金 14土 

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

中１  ●国数英 ●理社  統一塾テスト 

17:00~21:40 

●英数演習 atama+  

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

中３  ○理社特訓 atama+  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 

  成人の日    小中学校 始業式 【大受】共通テスト 
 

 1/15日 16月 17火 18水 19木 20金 21土 

開校時間・自習室 9-18 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 入試特訓① ○理社特訓 atama+  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 

 【大受】 共通テスト       
 

 1/22日 23月 24火 25水 26木 27金 28土 

開校時間・自習室 9-18 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 入試特訓② ○理社特訓 atama+  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 
 

 1/29日 30月 31火 2/1 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 中３全県テスト ○理社特訓 atama+  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 
 

 2/5日 6月 7火 8水 9木 10金 11土 

開校時間・自習室 9-18 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 入試特訓③ ○理社特訓 atama+  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 

     私立高校入試  建国記念の日 
 

 2/12日 13月 14火 15水 16木 17金 えんぶりの日 18土 

開校時間・自習室 9-18 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 入試特訓④ ○理社特訓 atama+  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 

 国立高専入試  北高東高定テ 14～17  三中 定期ﾃｽﾄ 五中 定期ﾃｽﾄ  
 

 2/19日 20月 21火 22水 23木 24金 25土 

開校時間・自習室 9-18 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 入試特訓⑤ ○理社特訓 atama+  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 

  八高定テ ２０～２４  大中 定期ﾃｽﾄ 天皇誕生日 一中 定期ﾃｽﾄ 【大受】 国公立２次 
 

 2/26日 27月 28火 3/1 水 2木 3金 4土 

開校時間・自習室 9-18 16-23 16-23 16-23 16-23 16-23 1４-23 

 入試特訓⑥ 東中 定期ﾃｽﾄ 南中 定期ﾃｽﾄ     

※中３は１月より、水土の授業が 18:30～21:40になります。 

 
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。 

 

○12 月 18 日と 1 月 29 日は、

中３の全県テストです。 

場所は友の会福祉会館。９時着

席です。 

 

○1月の第 3回英検を受験する

予定の生徒は、準備を始めまし

ょう。受験に向けての相談やアド

バイス、別途対策講座の用意が

ありますので、合格に向けて積

極的に準備しましょう。 

 

○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、進路や学習法、各

種検定の対策についてもご相

談ください。 

 

以上です。 
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