
※３月に実施できなかった授業を補充するため，学期中の時間割に基づいて作成しています。

　0限，7限をカットし、「保健体育，芸術，家庭，情報，テイクオフ，LHR」を五教科に置き換えています。

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

 細山田 小城  松山  小松  細山田 宅間  細山田  坂元  小松  松山 小城 小村  細山田  小松  坂元  川辺  細山田 山下

 数ⅠＡ＃ コミュ英  現代文  古典  数学ⅠＡ 国語  数学ⅠＡ  コミュ英Ⅰ  古典  現代文 英表 現社  数学ⅠＡ  古典  コミュ英Ⅰ  物理基礎  数ⅠＡ＃ 世界史

 今村 坂元  塚元  松山  今村  川辺  今村  小城  松山  塚元 坂元 河野  今村  松山  小城  河野道  今村 宅間

 数ⅠＡ＃ コミュ英  現代文  古典  数学ⅠＡ  物理基礎  数学ⅠＡ  コミュ英Ⅰ  古典  現代文 英表 化学基礎  数学ⅠＡ  古典  コミュ英Ⅰ  化学基礎  数ⅠＡ＃ 国語

 川辺  小村  今出水  川口  小松  川口  川口  河野道  今出水  小村  小松 川口  河野道  川辺  小松  川口 宅間 細山田

 物理  日本史Ｂ  数学ⅡＢ  英語表現Ⅱ  古典Ｂ  コミュ英Ⅱ  コミュ英Ⅱ  化学  数学ⅡＢ＃  日本史Ｂ  古典Ｂ  英語表現Ⅱ  化学  物理  古典Ｂ  英語表現Ⅱ 国語 数学

 東  関  細山田  小城  松山  小城  小城  山下秀  細山田  関  松山  小城  山下秀  東  松山  小城 小松 今出水

 生物  地理Ｂ  数学ⅡＢ  英語表現Ⅱ  古典Ｂ  コミュ英Ⅱ  コミュ英Ⅱ  世界史Ｂ  数学ⅡＢ＃  地理Ｂ  古典Ｂ  英語表現Ⅱ  世界史Ｂ  生物  古典Ｂ  英語表現Ⅱ 国語 数学

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

 河野道 宅間 川辺  細山田 小村  小城  山下秀  川辺  坂元  小城 河野 細山田  細山田 小城  松山  小松  細山田 山下

 化学基礎 国語 物理基礎  数学ⅠＡ 現社  英語表現Ⅰ  世界史Ｂ  物理基礎  コミュ英Ⅰ  英語表現Ⅰ 化学基礎 数学  数ⅠＡ＃ 英表  現代文  古典  数学ⅠＡ 世界史

 川辺  坂元 宅間  今村 山下 小村 坂元  山下秀  小城  川辺  坂元 今村  今村 河野  塚元  松山  今村 小村

 物理基礎  英語表現Ⅰ 国語  数学ⅠＡ 世界史 現社 英表  世界史Ｂ  コミュ英Ⅰ  物理基礎  英語表現Ⅰ 数学  数ⅠＡ＃ 化学基礎  現代文  古典  数学ⅠＡ 現社

 今出水  河野道  今出水  川口 川辺  宅間  今出水 川口  河野道  今出水  宅間 小村  川辺  小村  今出水  川口  小松  川口

 数学ⅡＢ  化学  数学ⅡＢ＃  コミュ英Ⅱ 物理  現代文Ｂ  数学ⅡＢ コミュ英  化学  数学ⅡＢ＃  現代文Ｂ 日本史  物理  日本史Ｂ  数学ⅡＢ  英語表現Ⅱ  古典Ｂ  コミュ英Ⅱ

 細山田  山下秀  細山田  小城 東  小松  細山田 小城  山下秀  細山田  小松 関  東  関  細山田  小城  松山  小城

 数学ⅡＢ  世界史Ｂ  数学ⅡＢ＃  コミュ英Ⅱ 生物  現代文Ｂ  数学ⅡＢ コミュ英  世界史Ｂ  数学ⅡＢ＃  現代文Ｂ 地理  生物  地理Ｂ  数学ⅡＢ  英語表現Ⅱ  古典Ｂ  コミュ英Ⅱ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

 細山田  坂元  小松  松山 小城 河野  細山田  小松  坂元  川辺  細山田 河野  河野道 宅間 川辺  細山田 小村  小城

 数学ⅠＡ  コミュ英Ⅰ  古典  現代文 英表 化学基礎  数学ⅠＡ  古典  コミュ英Ⅰ  物理基礎  数ⅠＡ＃ 化学基礎  化学基礎 国語 物理基礎  数学ⅠＡ 現社  英語表現Ⅰ

 今村  小城  松山  塚元 坂元 小村  今村  松山  小城  河野道  今村 川辺  川辺  坂元 宅間  今村 山下 河野

 数学ⅠＡ  コミュ英Ⅰ  古典  現代文 英表 現社  数学ⅠＡ  古典  コミュ英Ⅰ  化学基礎  数ⅠＡ＃ 物理基礎  物理基礎  英語表現Ⅰ 国語  数学ⅠＡ 世界史 化学基礎

 川口  河野道  今出水  小村  小松  川口  河野道  川辺  小松  川口 川口 細山田  今出水  河野道  今出水  川口 川辺  宅間

 コミュ英Ⅱ  化学  数学ⅡＢ＃  日本史Ｂ  古典Ｂ  英語表現Ⅱ  化学  物理  古典Ｂ  英語表現Ⅱ コミュ英 数学  数学ⅡＢ  化学  数学ⅡＢ＃  コミュ英Ⅱ 物理  現代文Ｂ

 小城  山下秀  細山田  関  松山  小城  山下秀  東  松山  小城 小城 今出水  細山田  山下秀  細山田  小城 東  小松

 コミュ英Ⅱ  世界史Ｂ  数学ⅡＢ＃  地理Ｂ  古典Ｂ  英語表現Ⅱ  世界史Ｂ  生物  古典Ｂ  英語表現Ⅱ コミュ英 数学  数学ⅡＢ  世界史Ｂ  数学ⅡＢ＃  コミュ英Ⅱ 生物  現代文Ｂ

日    程
S・H・R
1時限
2時限
3時限
4時限
昼食
清掃

5時限
6時限
S・H・R 　　　　　※　スクールバス運行については，別途連絡しますので，確認してください。

2020年4月　特進課程補習　　　4/6(月)～4/16(木) 

４月６日（月） ４月７日（火） ４月８日（水）

1-1

1-2

2-1

2-2

４月９日（木） ４月１０日（金） ４月１３日（月）　※新入生入学式

1-1

1-2

2-1

2-2

４月１４日（火） ４月１５日（水） ４月１６日（木）

1-1

1-2

2-1

2-2

8：30～

13：25～14：15
14：25～15：15

15：20～

　　　（注意事項）

　　・補習といえども，遅刻・欠席のないようにしてください。

　　・やむを得ず欠席する場合は，担任に必ず連絡してください。

8：40～9：30
9：40～10：30
10：40～11：30
11：40～12：30

12:30～13:05
13:10～13:20


