
神栖二中

２１日（火）２２日（水）２４日（金）
午前登校（８：００～１１：００） 奇数 偶数 奇数
午後登校（１３：００～１６：００） 偶数 奇数 偶数

登校生徒 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

①　8:20～9:05 数学 音楽 社会 理科 英語 数学

②　9:15～10:00 国語 数学 音楽 社会 理科 英語

学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 英語 体育 国語 国語 社会 理科

④14:15～15:00 理科 国語 技術 英語 体育 社会

学習相談・１６：００下校
①　8:20～9:05 社会 理科 英語 技術 数学 国語

②　9:15～10:00 国語 社会 数学 美術 英語 数学

学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 数学 技術 社会 理科 美術 英語

④14:15～15:00 技術 英語 国語 社会 理科 体育

学習相談・１６：００下校
①　8:20～9:05 理科 英語 数学 体育 技術 社会

②　9:15～10:00 社会 国語 英語 数学 音楽 技術

学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 英語 数学 理科 国語 社会 音楽

④14:15～15:00 体育 社会 体育 英語 国語 理科

学習相談・１６：００下校

登校生徒 A B C D E F
①　8:20～9:05 数学 国語 美術 英語 理科 体育
②　9:15～10:00 社会 数学 国語 美術 英語 理科

学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 音楽 社会 数学 国語 美術 英語
④14:15～15:00 理科 音楽 社会 数学 国語 美術
学習相談・１６：００下校
①　8:20～9:05 英語 理科 音楽 社会 数学 国語
②　9:15～10:00 家庭 英語 理科 音楽 社会 数学

学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 国語 家庭 英語 理科 音楽 社会
④14:15～15:00 数学 国語 家庭 英語 理科 音楽

学習相談・１６：００下校
①　8:20～9:05 社会 数学 国語 家庭 英語 理科
②　9:15～10:00 体育 社会 数学 国語 家庭 英語

学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 理科 体育 社会 数学 国語 家庭
④14:15～15:00 英語 理科 体育 社会 数学 国語

学習相談・１６：００下校

登校生徒 A B C D E
①　8:20～9:05 数学 音楽 理科 家庭 英語
②　9:15～10:00 英語 数学 国語 理科 音楽

学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 国語 理科 社会 英語 家庭
④14:15～15:00 理科 英語 数学 社会 国語

学習相談・１６：００下校
①　8:20～9:05 社会 理科 数学 国語 英語
②　9:15～10:00 音楽 英語 理科 数学 社会
学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 理科 国語 英語 理科 数学
④14:15～15:00 国語 社会 保体 英語 理科

学習相談・１６：００下校
①　8:20～9:05 数学 音楽 社会 英語 国語
②　9:15～10:00 英語 数学 音楽 保体 理科

学習相談・１１：００下校
③13:20～14:05 理科 社会 国語 数学 英語
④14:15～15:00 社会 英語 保体 国語 数学
学習相談・１６：００下校

・下記の時間割で学習を行いますので、オンライン授業の生徒は、授業時間にＭeetで参加をしてください。
・学習相談の時間は、終わっていない家庭学習を進めたり、学習でつまづいているところを先生に相談したりすることができます。家庭学習や
相談したい教科の持ち物を忘れないようにしましょう。（オンライン学習の人は自主学習となります。）
・服装は体操服です。帰りの会は、登校している生徒のみで行います。Meetでの参加はしません。
・持ち物は、タブレット、教科書、ノート、ワークシート、ワークなど時間割を確認して用意してください。

１年

９月２１日（火）からの各学年の時間割

★下記の通り、各クラスの出席番号を、奇数・偶数に分けての分散登校となります。
★登校していないときは、自宅でオンライン授業となります。

２１日
（火）

奇数番号

偶数番号

２２日
（水）

偶数番号

奇数番号

偶数番号

２４日
（金）

奇数番号

偶数番号

２１日
（火）

奇数番号

偶数番号

２４日
（金）

奇数番号

偶数番号

３年

２年

２１日
（火）

奇数番号

偶数番号

２２日
（水）

偶数番号

奇数番号

２２日
（水）

偶数番号

奇数番号

２４日
（金）

奇数番号


