
【時間割】 ３月１６日【月】振替 湘南ゼミナール蒔田教室

1４:00から

自習室＆

理科

新中３ 潮田先生

数学 Ａクラス 社会

　 潮田先生 ❶ 吉田先生

国語 理科 社会

吉田先生 新中３ 潮田先生 新中２ 八矢先生

① 英語 Ｓクラス 社会 全クラス 理科

　 熊谷先生 ❶ 吉田先生 ❶ 潮田先生

注①：新中２・新中３の理社の初回授業。表左のタイムラインで実施。

１９：５０～２０：４５ 新高１ １９：５５～２０：４０

２０：５０～２１：４５ ２０：５０～２１：３５

注②：新高１の初回授業。表右のタイムラインで実施。3/16(月),18(水),20(金),21(土),25(水)の全5回。

新中２・３のタイムライン

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１７：４５～１８：４０ 新高１のタイムライン

１８：４５～１９：４０ １９：００～１９：４５

１４：００開室 １４：１５～１５：０５

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月１７日【火】 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室＆

算数 単元テスト 国語

新小６ 潮田先生 再試室 新小５ 吉田先生

国語 算数

① 吉田先生 ① 潮田先生

小５・６ 算数特訓

受講者① 潮田先生

英語 国語 数学

　 熊谷先生 　 吉田先生 　 潮田先生

数学 英語 国語

潮田先生 熊谷先生 吉田先生

Ａクラス 国語 Ｓクラス 数学 Ａクラス 英語

① 吉田先生 ① 潮田先生 ① 熊谷先生

新中３新中２

注①：新小５・新小６の３月初回授業。テキストは2月から使っているものを持参。

注②：新中２Ａ・新中３の英数国。テキストは3/16に配布したものを持参。

２０：００～２０：４５ 新中３ ２０：００～２０：４５

２０：５５～２１：３５ ２０：５５～２１：３５

１６：４０～１７：２０ １６：４０～１７：２０

１７：２５～１８：０５ １７：２５～１８：０５

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１８：１０～１８：５０ １８：１０～１８：５０

１９：１０～１９：５５ １９：１０～１９：５５

１４：００開室 １４：１５～１５：０５

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月１８日【水】 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室＆

国語 単元テスト

　 吉田先生 再試室

数学

潮田先生

英語

① 熊谷先生

英語 国語

　 熊谷先生 　 吉田先生

数学 英語

潮田先生 熊谷先生

Ｓクラス 国語 ② 数学

① 吉田先生 　 潮田先生

新高１

注③：新高１は初回とは授業開始時間が違います。

新中１

注①：新中１の３月初回授業。テキストは2月から使っているものを持参。

注②：新中２Sの英数国。テキストは3/16に配布したものを持参。

２０：００～２０：４５ 新中２ ２０：００～２０：４５

２０：５５～２１：３５ ２０：５５～２１：３５

１６：４０～１７：２０ １６：４０～１７：２０

１７：２５～１８：０５ １７：２５～１８：０５

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１８：１０～１８：５０ １８：１０～１８：５０

１９：１０～１９：５５ １９：１０～１９：５５

１４：００開室 １４：１５～１５：０５

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月１９日【木】 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室＆

算数 単元テスト 国語

新小６ 潮田先生 再試室 新小５ 吉田先生

国語 算数

② 吉田先生 ② 潮田先生

新小６ 英語 新小５ 英語

受講者① 熊谷先生 受講者① 吉田先生

英語 国語 数学

　 熊谷先生 　 吉田先生 　 潮田先生

数学 英語 国語

潮田先生 熊谷先生 吉田先生

Ａクラス 国語 Ｓクラス 数学 Ａクラス 英語

② 吉田先生 ② 潮田先生 ② 熊谷先生

注①：小学生・新中１は3/23（月)統一テスト・英語有。新中２は3/21(土）に模試
有。

２０：００～２０：４５ 新中２ 新中３ 新中３ ２０：００～２０：４５

２０：５５～２１：３５ ２０：５５～２１：３５

１６：４０～１７：２０ １６：４０～１７：２０

１７：２５～１８：０５ １７：２５～１８：０５

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１８：１０～１８：５０ １８：１０～１８：５０

１９：１０～１９：５５ １９：１０～１９：５５

１４：００開室 １４：１５～１５：０５

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月２０日【金】 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室＆

国語 単元テスト

　 吉田先生 再試室

数学

潮田先生

英語

② 熊谷先生

英語 国語

　 熊谷先生 　 吉田先生

数学 英語

潮田先生 熊谷先生

Ｓクラス 国語 ③ 数学

② 吉田先生 　 潮田先生

注②：新中２は3/21(土）に2回目の理社授業有。

１９：１０～１９：５５

２０：００～２０：４５ 新中２ ２０：００～２０：４５

２０：５５～２１：３５ ２０：５５～２１：３５

注①新中１は3/23（月)統一テスト有。新中２は3/21(土）に模試有。

新高１

１６：４０～１７：２０ １６：４０～１７：２０

１７：２５～１８：０５ 新中１ １７：２５～１８：０５

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１８：１０～１８：５０ １８：１０～１８：５０

１９：１０～１９：５５

１４：００開室 １４：１５～１５：０５

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月２１日【土】 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室

＆

単元テスト

再試室 １６：５０～１９：４０

英語

　

理科 数学

新中３ 潮田先生

数学 Ａクラス 社会 全クラス 国語

　 潮田先生 ❷ 吉田先生 模試

国語 理科 社会

吉田先生 新中３ 潮田先生 新中２ 八矢先生

④ 英語 Ｓクラス 社会 全クラス 理科

　 熊谷先生 ❷ 吉田先生 ❷ 潮田先生

注②：新中３で「特訓講座」を申し込んでいる生徒は3/23の18:40～特色模試有。

新中２

１９：５０～２０：４５ 新高１ １９：５５～２０：４０

２０：５０～２１：４５ ２０：５０～２１：３５

注①：新中２で「特色検査模試」を申し込んでいる生徒は3/23の18:40～特色模試有。

新中２・３のタイムライン １６：０５～１６：５５

１６：５０～１７：４０

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１７：４５～１８：４０ 新高１のタイムライン

１８：４５～１９：４０ １９：００～１９：４５

１４：００開室 １４：１５～１５：０５

１５：１０～１６：００ １５：１０～１６：００

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月２３日【月】振替 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室

＆

国語 単元テスト 新小５ 英語 国語

新中1 再試室 対象者② 吉田先生 新小６

算数 国語 統一テスト 算数

統一テスト 新小５

英語 統一テスト 算数 新小６ 英語

対象者② 吉田先生

理科

新中３Ａ

新中２・３ 特色模試 模試 社会

対象者

社会 理科

中２ 新中３Ｓ

全クラス 理科 模試 社会

実力テスト

注②：新中３は3/24（火）授業、25(水)に英数国の模試有。

１９：５０～２０：４０

２０：５０～２１：４０

注①：新中２は通常授業。理社のテキスト持参。全クラス3/24(火）に通常授業有。

１８：１０～１８：５０
模試・実力テスト
タイムライン

１７：４５～１８：３５

特色模試
１８：４０～１９：４０

１８：４０～１９：３０

１７：２５～１８：０５

統一テスト
タイムライン

１６：４０～１７：２０

１４：００開室

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月２４日【火】振替 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室＆

算数 単元テスト 国語

小６ 潮田先生 再試室 小５ 吉田先生

国語 算数

③ 吉田先生 ③ 潮田先生

小５・６ 算数特訓

受講者② 潮田先生

英語 国語 数学

　 熊谷先生 　 吉田先生 　 潮田先生

数学 英語 国語

潮田先生 熊谷先生 吉田先生

全クラス 国語 Ｓクラス 数学 Ａクラス 英語

③ 吉田先生 ③ 潮田先生 ③ 熊谷先生

注①：新中３は3/25(水)に英数国の模試有。

２０：００～２０：４５ 新中２ 新中３ 新中３ ２０：００～２０：４５

２０：５５～２１：３５ ２０：５５～２１：３５

１６：４０～１７：２０ １６：４０～１７：２０

１７：２５～１８：０５ １７：２５～１８：０５

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１８：１０～１８：５０ １８：１０～１８：５０

１９：１０～１９：５５ １９：１０～１９：５５

１４：００開室 １４：１５～１５：０５

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月２５日【水】振替 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室＆

国語 単元テスト

　 吉田先生 再試室

数学

潮田先生

Ａクラス 英語

③ 熊谷先生

英語 国語 英語

　 　 吉田先生 　

数学 英語 数学

熊谷先生

Ｓクラス 国語 まとめ 数学 Aクラス 国語

模試 　 潮田先生 模試

注①：全学年3/26から春期講習。時間割は変更なし。

新中３

新高１タイムライン新中3タイムライン

１９：１０～１９：５５

１９：５５～２０：４５ 新中３ 新高１ ２０：００～２０：４５

２０：５０～２１：４５ ２０：５５～２１：３５

１６：４０～１７：２０ １６：４０～１７：２０

１７：２５～１８：０５ 新中１ １７：２５～１８：０５

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１８：１０～１８：５０ １８：１０～１８：５０

１９：００～１９：５０

１４：００開室 １４：１５～１５：０５

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月２６日【木】 湘南ゼミナール蒔田教室

12:30から

国語 算数

吉田先生 潮田先生

算数 国語

潮田先生 自習室 吉田先生

国語 ＆

　 吉田先生 単元テスト

数学 再試室 国語

潮田先生 　 吉田先生

英語 数学

　 熊谷先生 潮田先生

QEES

　 熊谷先生

国語 理科

　 吉田先生 　 潮田先生

英語 理科 社会 数学

熊谷先生 　 八矢先生 　 吉田先生 潮田先生

新中２ 社会 英語 数学 新中３ 社会

Ａクラス 八矢先生 熊谷先生 潮田先生 Sクラス 吉田先生

理科 新中２ 数学 新中３ 英語 国語

八矢先生 Sクラス 潮田先生 Sクラス 熊谷先生 吉田先生

数学 社会 国語 英語

潮田先生 八矢先生 吉田先生 熊谷先生

国語 理科

吉田先生 潮田先生

１６：００～１６：４０

１８：４５～１９：２５ １８：４５～１９：２５

注①：全学年、春期講習初日

１６：４５～１７：２５

１６：００～１６：４０

２１：０５～２１：４５ ２１：０５～２１：４５

１８：００～１８：４０

１５：１５～１５：５５

１６：４５～１７：２５

２０：２０～２１：００

新中１

新小６

１５：１５～１５：５５

２０：２０～２１：００

１７：１５～１７：５５ １７：１５～１７：５５

１８：００～１８：４０

１９：３５～２０：１５ １９：３５～２０：１５

１２：３０開室

１２：５５～１３：３５ １２：５５～１３：３５

１４：３０～１５：１０

１３：４０～１４：２０

新小５ 新小４

１３：４０～１４：２０

１４：３０～１５：１０

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月２７日【金】 湘南ゼミナール蒔田教室

12:30から

国語 算数

吉田先生 潮田先生

算数 国語

潮田先生 自習室 吉田先生

国語 ＆

　 吉田先生 単元テスト

数学 再試室 国語

潮田先生 　 吉田先生

英語 数学

熊谷先生 潮田先生

QEES

　 熊谷先生

国語 理科

　 吉田先生 　 潮田先生

英語 理科 社会 数学

熊谷先生 　 八矢先生 　 吉田先生 潮田先生

新中２ 社会 英語 数学 新中３ 社会

Ａクラス 八矢先生 熊谷先生 潮田先生 Sクラス 吉田先生

理科 新中２ 数学 新中３ 英語 国語

八矢先生 Sクラス 潮田先生 Sクラス 熊谷先生 吉田先生

数学 社会 国語 英語

潮田先生 八矢先生 吉田先生 熊谷先生

国語 理科

吉田先生 潮田先生
２１：０５～２１：４５ ２１：０５～２１：４５

注①：3/28の授業は中３のみ

１８：４５～１９：２５ １８：４５～１９：２５

１９：３５～２０：１５ １９：３５～２０：１５

２０：２０～２１：００ ２０：２０～２１：００

１６：４５～１７：２５ １６：４５～１７：２５

１７：１５～１７：５５ １７：１５～１７：５５

１８：００～１８：４０ １８：００～１８：４０

１４：３０～１５：１０ １４：３０～１５：１０

１５：１５～１５：５５ 新中１ １５：１５～１５：５５

１６：００～１６：４０ 新小６ １６：００～１６：４０

１２：３０開室

１２：５５～１３：３５ １２：５５～１３：３５

新小５ 新小４

１３：４０～１４：２０ １３：４０～１４：２０

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月２８日【土】 湘南ゼミナール蒔田教室

14:00から

自習室

＆

単元テスト

再試室

理科

　 潮田先生

社会 数学

　 吉田先生 潮田先生

数学 新中３ 社会

潮田先生 Sクラス 吉田先生

新中３ 英語 国語

Sクラス 熊谷先生 吉田先生

国語 英語

吉田先生 熊谷先生

理科

潮田先生
２１：０５～２１：４５ ２１：０５～２１：４５

他の生徒の
迷惑になり
ますので、
例え勉強に
関すること
であって
も、私語は
厳禁です。
守れない生
徒は退室し
てもらいま

す。

１８：４５～１９：２５ １８：４５～１９：２５

１９：３５～２０：１５ １９：３５～２０：１５

２０：２０～２１：００ ２０：２０～２１：００

１６：４５～１７：２５ １６：４５～１７：２５

１７：１５～１７：５５ １７：１５～１７：５５

１８：００～１８：４０ １８：００～１８：４０

１４：００開室 １４：３０～１５：１０

１５：１５～１５：５５ １５：１５～１５：５５

１６：００～１６：４０ １６：００～１６：４０

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月３０日【月】 湘南ゼミナール蒔田教室

12:30から

国語 算数

吉田先生 潮田先生

算数 国語

潮田先生 自習室 吉田先生

国語 ＆

　 吉田先生 単元テスト

数学 再試室 国語

潮田先生 　 吉田先生

英語 数学

　 熊谷先生 潮田先生

QEES

　 熊谷先生

国語 理科

　 吉田先生 　 潮田先生

英語 理科 社会 数学

熊谷先生 　 八矢先生 　 吉田先生 潮田先生

新中２ 社会 英語 数学 新中３ 社会

Ａクラス 八矢先生 熊谷先生 潮田先生 Sクラス 吉田先生

理科 新中２ 数学 新中３ 英語 国語

八矢先生 Sクラス 潮田先生 Sクラス 熊谷先生 吉田先生

数学 社会 国語 英語

潮田先生 八矢先生 吉田先生 熊谷先生

国語 理科

吉田先生 潮田先生
２１：０５～２１：４５ ２１：０５～２１：４５

１８：４５～１９：２５ １８：４５～１９：２５

１９：３５～２０：１５ １９：３５～２０：１５

２０：２０～２１：００ ２０：２０～２１：００

１６：４５～１７：２５ １６：４５～１７：２５

１７：１５～１７：５５ １７：１５～１７：５５

１８：００～１８：４０ １８：００～１８：４０

１４：３０～１５：１０ １４：３０～１５：１０

１５：１５～１５：５５ 新中１ １５：１５～１５：５５

１６：００～１６：４０ 新小６ １６：００～１６：４０

１２：３０開室

１２：５５～１３：３５ １２：５５～１３：３５

新小５ 新小４

１３：４０～１４：２０ １３：４０～１４：２０

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ３月３１日【火】 湘南ゼミナール蒔田教室

12:30から

国語 算数

吉田先生 潮田先生

算数 国語

潮田先生 自習室 吉田先生

国語 ＆

　 吉田先生 単元テスト

数学 再試室 国語

潮田先生 　 吉田先生

英語 数学

　 熊谷先生 潮田先生

QEES

　 熊谷先生

国語 理科

　 吉田先生 　 潮田先生

英語 理科 社会 数学

熊谷先生 　 八矢先生 　 吉田先生 潮田先生

新中２ 社会 英語 数学 新中３ 社会

Ａクラス 八矢先生 熊谷先生 潮田先生 Sクラス 吉田先生

理科 新中２ 数学 新中３ 英語 国語

八矢先生 Sクラス 潮田先生 Sクラス 熊谷先生 吉田先生

数学 社会 国語 英語

潮田先生 八矢先生 吉田先生 熊谷先生

国語 理科

吉田先生 潮田先生
２１：０５～２１：４５ ２１：０５～２１：４５

１８：４５～１９：２５ １８：４５～１９：２５

１９：３５～２０：１５ １９：３５～２０：１５

２０：２０～２１：００ ２０：２０～２１：００

１６：４５～１７：２５ １６：４５～１７：２５

１７：１５～１７：５５ １７：１５～１７：５５

１８：００～１８：４０ １８：００～１８：４０

１４：３０～１５：１０ １４：３０～１５：１０

１５：１５～１５：５５ 新中１ １５：１５～１５：５５

１６：００～１６：４０ 新小６ １６：００～１６：４０

１２：３０開室

１２：５５～１３：３５ １２：５５～１３：３５

新小５ 新小４

１３：４０～１４：２０ １３：４０～１４：２０

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ４月２日【木】 湘南ゼミナール蒔田教室

12:30から

国語 算数

吉田先生 潮田先生

算数 国語

潮田先生 自習室 吉田先生

国語 ＆

　 吉田先生 単元テスト

数学 再試室 国語

潮田先生 　 吉田先生

英語 数学

　 熊谷先生 潮田先生

QEES

　 熊谷先生

国語 理科

　 吉田先生 　 潮田先生

英語 理科 社会 数学

熊谷先生 　 八矢先生 　 吉田先生 潮田先生

新中２ 社会 英語 数学 新中３ 社会

Ａクラス 八矢先生 熊谷先生 潮田先生 Sクラス 吉田先生

理科 新中２ 数学 新中３ 英語 国語

八矢先生 Sクラス 潮田先生 Sクラス 熊谷先生 吉田先生

数学 社会 国語 英語

潮田先生 八矢先生 吉田先生 熊谷先生

国語 理科

吉田先生 潮田先生
２１：０５～２１：４５ ２１：０５～２１：４５

１８：４５～１９：２５ １８：４５～１９：２５

１９：３５～２０：１５ １９：３５～２０：１５

２０：２０～２１：００ ２０：２０～２１：００

１６：４５～１７：２５ １６：４５～１７：２５

１７：１５～１７：５５ １７：１５～１７：５５

１８：００～１８：４０ １８：００～１８：４０

１４：３０～１５：１０ １４：３０～１５：１０

１５：１５～１５：５５ 新中１ １５：１５～１５：５５

１６：００～１６：４０ 新小６ １６：００～１６：４０

１２：３０開室

１２：５５～１３：３５ １２：５５～１３：３５

新小５ 新小４

１３：４０～１４：２０ １３：４０～１４：２０

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ４月３日【金】 湘南ゼミナール蒔田教室

12:30から

国語 算数

吉田先生 潮田先生

算数 国語

潮田先生 自習室 吉田先生

国語 ＆

　 吉田先生 単元テスト

数学 再試室 国語

潮田先生 　 吉田先生

英語 数学

　 熊谷先生 潮田先生

QEES

　 熊谷先生

国語 理科

　 吉田先生 　 潮田先生

英語 理科 社会 数学

熊谷先生 　 八矢先生 　 吉田先生 潮田先生

新中２ 社会 英語 数学 新中３ 社会

Ａクラス 八矢先生 熊谷先生 潮田先生 Sクラス 吉田先生

理科 新中２ 数学 新中３ 英語 国語

八矢先生 Sクラス 潮田先生 Sクラス 熊谷先生 吉田先生

数学 社会 国語 英語

潮田先生 八矢先生 吉田先生 熊谷先生

国語 理科

吉田先生 潮田先生
２１：０５～２１：４５ ２１：０５～２１：４５

１８：４５～１９：２５ １８：４５～１９：２５

１９：３５～２０：１５ １９：３５～２０：１５

２０：２０～２１：００ ２０：２０～２１：００

１６：４５～１７：２５ １６：４５～１７：２５

１７：１５～１７：５５ １７：１５～１７：５５

１８：００～１８：４０ １８：００～１８：４０

１４：３０～１５：１０ １４：３０～１５：１０

１５：１５～１５：５５ 新中１ １５：１５～１５：５５

１６：００～１６：４０ 新小６ １６：００～１６：４０

１２：３０開室

１２：５５～１３：３５ １２：５５～１３：３５

新小５ 新小４

１３：４０～１４：２０ １３：４０～１４：２０

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室



【時間割】 ４月４日【土】 まとめ 湘南ゼミナール蒔田教室

12:30から

国語 算数

吉田先生 潮田先生

算数 国語

まとめ 潮田先生 自習室 まとめ 吉田先生

国語 ＆

　 吉田先生 単元テスト

数学 再試室 国語

潮田先生 　 吉田先生

まとめ 英語 数学

熊谷先生 潮田先生

まとめ QEES

熊谷先生

国語 理科

　 吉田先生 　 潮田先生

英語 理科 社会 数学

熊谷先生 　 八矢先生 　 吉田先生 潮田先生

新中２ 社会 英語 数学 新中３ 社会

Ａクラス 八矢先生 熊谷先生 潮田先生 Sクラス 吉田先生

まとめ 理科 新中２ 数学 新中３ 英語 まとめ 国語

八矢先生 Sクラス 潮田先生 Sクラス 熊谷先生 吉田先生

数学 まとめ 社会 まとめ 国語 英語

潮田先生 八矢先生 吉田先生 熊谷先生

国語 理科

吉田先生 潮田先生
２１：０５～２１：４５ ２１：０５～２１：４５

注①全学年まとめテスト。不足している３月２回分の授業は4/27～5/1に振替実施。

注③：新中１は、初週のみクラス分けなし。全員4/7(火）19:10～

注②：新中１～新中３は４月から時間割が変わります。

１８：４５～１９：２５ １８：４５～１９：２５

１９：３５～２０：１５ １９：３５～２０：１５

２０：２０～２１：００ ２０：２０～２１：００

１６：４５～１７：２５ １６：４５～１７：２５

１７：１５～１７：５５ １７：１５～１７：５５

１８：００～１８：４０ １８：００～１８：４０

１４：３０～１５：１０ １４：３０～１５：１０

１５：１５～１５：５５ 新中１ １５：１５～１５：５５

１６：００～１６：４０ 新小６ １６：００～１６：４０

１２：３０開室

１２：５５～１３：３５ １２：５５～１３：３５

新小５ 新小４

１３：４０～１４：２０ １３：４０～１４：２０

第１教室 第２教室 第３教室 第４教室


