
   ２０２３年度 春期①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。      ) 

 

 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  ○理社演習 ●国数英  ●英数演習 ●理社  

中２  ●国数英 ●英数演習  ●理社  ○理社特訓 

中３ 入試特訓⑤ ○理社演習  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 atama+ ●理社 18:30-21:40 

大館中対策 12:00~16:00 1８:30~21:40 1８:30~21:40  休み 通常↑  

一中対策 12:00~16:00  1８:30~21:40 1８:30~21:40 
1４:00~1８:00 

夜も頑張れたら継続 
休み 通常↑ 

東中・南中対策   1８:30~21:40  1８:30~21:40 1８:30~21:40 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 

中１  ○理社演習 ●国数英  ●英数演習 ●理社  

中２  ●国数英 ●英数演習  ●理社  ○理社特訓 

中３ 入試特訓⑥ ○理社特訓演習  ●国数英 18:30-21:40  ●英数演習 ●理社 18:30-21:40 

東中対策 12:00~16:00  休み  通常↑ 通常↑  

南中対策 12:00~16:00 1８:30~21:40 休み  通常↑   

  東中 定期ﾃｽﾄ 南中 定期ﾃｽﾄ 高校卒業式    
 

 3/5 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  

中１  ○理社演習 ●国数英  ●英数演習 ●理社  

中２  ●国数英 ●英数演習  ●理社 ○理社演習  

中３ 入試特訓ラスト       

   
県立高校入試 

学力検査日 
   中学卒業式 

 

 3/12日 13月 14火 15水 16木 17金 18土 

開校時間・自習室    16-23 16-23 16-23 1４-23 

中１(新中２)    ●国数英 ●英数演習  ●理社 

中２(新中３)    ●国数英 ●英数演習  ●理社 

中３(新高１)        

   中学卒業式   
県立高校入試 

合格発表 
 

 

 3/19日 20月 21火 22水 23木 24金 25土 

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

小 6(新中１)  中 学 準 備 授 業 （ 個 々 の 時 間 帯 で 実 施 ） 

中１(新中２)  ●国数英  ●英数演習  ●理社 ○理社演習 

中２(新中３)  ●国数英  ○理社演習 ●理社  ●英数演習 

中３(新高１)   
高校準備講座 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
    

   春分の日 県立高校再募集入試  修了式  
 

 3/26日 27月 28火 29水 30木 31金 4/1 土 

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

小 6(新中１)  中 学 準 備 授 業 （ 個 々 の 時 間 帯 で 実 施 ） 

中１(新中２)   ●国数英 ●英数演習  ●理社 ○理社演習 

中２(新中３)  ●国数英 ○理社演習  ●理社  ●英数演習 

中３(新高１)        
 

 ４/2 日 ３月 ４火 ５水 ６木 ７金 ８土 

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

新中 1  ○理社演習  ●国数英  ●英数演習 ●理社 

新中 2   ●国数英 ●英数演習  ●理社 ○理社演習 

新中 3  ●国数英 ○理社演習  ●理社  ●英数演習 
 

 ４/9 日 10月 11火 12水 13木 14金 15土 

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

新中 1  ○理社演習  ●国数英  ●テスト（３科） ●理社 

新中 2   ●国数英 ●英数演習 統一・塾テスト 

２日間で５科目実施 

○理社演習 

新中 3  ●国数英 ○理社演習  ●英数演習 
 

※新年度より通塾日が以下のようになります。ご確認ください。 
 日 月 火 水 木 金 土 

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

新中 1  ○理社演習  ●国数英  ●英数演習 ●理社 

新中 2   ●国数英 ●英数演習  ●理社 ○理社演習 

新中 3  ●国数英 ○理社演習  ●理社  ●英数演習 

 
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。 

 

○風邪やインフルエンザ、新型コ

ロナウィルスもまだ流行中です。

体調が悪いときには無理をせず

お休みして、復帰してからまた頑

張りましょう。 

 

○新中１～３は３月から新年度と

なりたくさん復習や予習をおこ

なっていきます。４月１３～１４日に

統一・塾テストがあるので、そこ

までを区切りとして目標達成に

向け力をつけていきましょう。 

 

○3/11～１４までは塾のお休み

をいただいています。ご確認をお

願いします。 

 

○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。 

 

 

 

年度末により、

各学年の曜日が

不規則なので、

ご確認をお願い

します！！ 
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