
試験対策時間割_附中前期期末 2022/09/07

指名補講 指名補講 指名補講

09:00~10:30 09:00~10:30 09:00~10:30
10:45~12:15 10:45~12:15 10:45~12:15
13:00~14:30 英語 13:00~14:30 英語 13:00~14:30 数学
14:45~16:15 数学 14:45~16:15 数学 14:45~16:15 英語
16:30~18:00 16:30~18:00 16:30~18:00
18:15~19:45 18:15~19:45 18:15~19:45

試験対策 試験対策 試験対策
Ｔ３附中Ａ Ｔ２附中Ａ Ｔ１附中Ａ
09:00~10:30 理科 国語 09:00~10:30 英語 社会 09:00~10:30 国語 数学
10:45~12:15 社会 英語 10:45~12:15 国語 数学 10:45~12:15 英語 社会
13:00~14:30 数学 13:00~14:30 理科 13:00~14:30 理科
14:45~16:15 14:45~16:15 14:45~16:15
16:30~18:00 16:30~18:00 16:30~18:00
18:15~19:45 18:15~19:45 18:15~19:45

試験対策 試験対策 試験対策
Ｔ３附中Ｂ Ｔ２附中Ｂ Ｔ１附中Ｂ
09:00~10:30 09:00~10:30 09:00~10:30
10:45~12:15 10:45~12:15 10:45~12:15
13:00~14:30 13:00~14:30 13:00~14:30
14:45~16:15 数学 14:45~16:15 社会 14:45~16:15 数学
16:30~18:00 社会 国語 16:30~18:00 英語 数学 16:30~18:00 国語 社会
18:15~19:45 理科 英語 18:15~19:45 国語 理科 18:15~19:45 英語 理科

試験対策
Ｔ３附中Ｃ
09:00~10:30 社会 数学
10:45~12:15 理科 国語
13:00~14:30 英語
14:45~16:15
16:30~18:00
18:15~19:45

本部3-3 本部3-2 本部3-5
附中3 9/17(土) 9/18(日) 附中2 9/17(土) 9/18(日) 附中1 9/17(土) 9/18(日)

本部3-4 本部3-5 本部3-2
9/17(土) 9/18(日) 9/17(土) 9/18(日) 9/17(土) 9/18(日)

(指補 英) (指補 英) (指補 数)
(指補 数) (指補 数) (指補 英)

本部3-3 本部3-2 本部3-5
9/17(土) 9/18(日) 9/17(土) 9/18(日) 9/17(土) 9/18(日)

(指補 英) (指補 英) (指補 数)
(指補 数) (指補 数) (指補 英)

本部3-3
9/17(土) 9/18(日)

(指補 英)
(指補 数)



試験対策時間割_附中前期期末 2022/09/07

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
土 （附中出校日　整理テスト）日
月 理科 17:30~19:10

理科 19:40~21:20
火 国語 17:55~19:35

数学 19:40~21:20

水

英語 15:30~17:10 ※ 指名補講
英語 15:30~17:10 ※

英語 15:30~17:10 ※ 09:00~10:30
数学 17:30~19:10 10:45~12:15
数学 17:30~19:10 13:00~14:30 英語

木 国語 19:40~21:20 14:45~16:15 数学
金 社会 17:40~19:20 16:30~18:00

社会 19:40~21:20 18:15~19:45
土 指名補講 試験対策ゼミ （詳細は右表参照）日
月㈷ 理科 17:30~19:10 試験対策

理科 19:40~21:20 Ｔ３附中Ａ
火 国語 テスト休講 09:00~10:30 理科 国語

数学 テスト休講 10:45~12:15 社会 英語

水

英語 テスト休講 ※ 13:00~14:30 数学
英語 テスト休講 ※ 14:45~16:15
英語 テスト休講 ※ 16:30~18:00
数学 テスト休講 18:15~19:45
数学 テスト休講

木 国語 テスト休講 試験対策
金㈷ 社会 テスト休講 Ｔ３附中Ｂ

社会 テスト休講 09:00~10:30
土 10:45~12:15
日 13:00~14:30

月 理科 テスト休講 14:45~16:15 数学
理科 テスト休講 16:30~18:00 社会 国語

火 国語 17:55~19:35 18:15~19:45 理科 英語
数学 19:40~21:20

水

英語 15:30~17:10 ※ 試験対策
英語 15:30~17:10 ※ Ｔ３附中Ｃ
英語 15:30~17:10 ※ 09:00~10:30 社会 数学
数学 17:30~19:10 10:45~12:15 理科 国語
数学 17:30~19:10 13:00~14:30 英語

木 国語 19:40~21:20 14:45~16:15

金 社会 17:40~19:20 16:30~18:00
社会 19:40~21:20 18:15~19:45

以後、通常通り

附中3
9月10日 中体連

秋季大会9月11日
9月12日 附中3_A 本部3-3

附中3_B 本部3-5
9月13日

附中
代休日

通常授業
あり

附中3_A 本部1-3
附中3ﾄｯﾌﾟ 本部1-1

9月14日

附中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-5 本部3-3
附中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-2 附中3 9/17(土) 9/18(日)
附中3ﾄｯﾌﾟ 本部3-4
附中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-3
附中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-2

9月15日 附中3_B 本部3-2
9月16日 附中3_A 本部3-2

附中3_B 本部3-2
9月17日
9月18日
9月19日 附中3_A 本部3-3 本部3-4

附中3_B 本部3-5 9/17(土) 9/18(日)

9月20日 附中3_A 本部1-3
附中3ﾄｯﾌﾟ 本部1-1

9月21日 前期
期末試験

附中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-5 (指補 英)
附中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-2 (指補 数)
附中3ﾄｯﾌﾟ 本部3-4
附中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-3
附中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-2

9月22日 附中3_B 本部3-2 本部3-3

9月23日 附中3_A 本部3-2 9/17(土) 9/18(日)
附中3_B 本部3-2

9月24日
9月25日 第2回 青森県 全県テスト (指補 英)

9月26日 附中3_A 本部3-3 (指補 数)
附中3_B 本部3-5

9月27日 附中3_A 本部1-3
附中3ﾄｯﾌﾟ 本部1-1

9月28日

附中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-5 本部3-3
附中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-2 9/17(土) 9/18(日)
附中3ﾄｯﾌﾟ 本部3-4
附中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-3
附中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-2 (指補 英)

9月29日 附中3_B 本部3-2 (指補 数)

9月30日 附中3_A 本部3-2
附中3_B 本部3-2
※下校時刻が15:00以降の場合は、同日19:40~振替実施



試験対策時間割_附中前期期末 2022/09/07

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
土 数学 18:00~19:30

英語 19:45~21:15
日

月
英語 17:30~19:10
数学 19:40~21:20
数学 19:40~21:20

火
数学 15:30~17:00
英語 17:15~18:45
理科 19:40~21:20

水 数学 15:30~17:10 ※

国語 17:30~19:10
木 社会 19:40~21:20 指名補講
金 英語 19:40~21:20

英語 19:40~21:20 09:00~10:30

土 指名補講 数学 テスト休講 10:45~12:15

試験対策 英語 テスト休講 13:00~14:30 英語
日 （詳細は右表参照） 14:45~16:15 数学

月㈷
英語 17:30~19:10 16:30~18:00
数学 19:40~21:20 18:15~19:45
数学 19:40~21:20

火 理科 テスト休講
水 数学 テスト休講 試験対策

国語 テスト休講 Ｔ２附中Ａ
木 社会 テスト休講 09:00~10:30 英語 社会
金㈷ 英語 テスト休講 10:45~12:15 国語 数学

英語 テスト休講 13:00~14:30 理科
土 数学 18:00~19:30 14:45~16:15

英語 19:45~21:15 16:30~18:00
日 18:15~19:45

月
英語 テスト休講
数学 テスト休講 試験対策
数学 テスト休講 Ｔ２附中Ｂ

火 理科 19:40~21:20 09:00~10:30

水 数学 15:30~17:10 ※ 10:45~12:15
国語 17:30~19:10 13:00~14:30

木 社会 19:40~21:20 14:45~16:15 社会
金 英語 19:40~21:20 16:30~18:00 英語 数学

英語 19:40~21:20 18:15~19:45 国語 理科
以後、通常通り

附中2
9月10日 中体連

秋季大会
(附中出校日)

中学S-TOP_2 本部3-2
中学S-TOP_2 本部3-2

9月11日

9月12日
附中2ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-4
附中2ﾄｯﾌﾟ 本部3-4
附中2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1-1

9月13日 附
中
代
休
日

補講
9/10㈯

中学S-TOP_2 本部3-4
中学S-TOP_2 本部3-4

通常
授業
あり

附中2 本部3-5
9月14日 附中2ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部1-1

附中2 本部3-5
9月15日 附中2 本部1-1 本部3-2

9月16日 附中2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-3 附中2 9/17(土) 9/18(日)
附中2ﾄｯﾌﾟ 本部3-5

9月17日 中学S-TOP_2 本部3-2
中学S-TOP_2 本部3-2

9月18日

9月19日
附中2ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-4
附中2ﾄｯﾌﾟ 本部3-4
附中2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1-1

9月20日 附中2 本部3-5
9月21日 前期

期末試験
附中2ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部1-1 本部3-5
附中2 本部3-5 9/17(土) 9/18(日)

9月22日 附中2 本部1-1
9月23日 附中2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-3

附中2ﾄｯﾌﾟ 本部3-5 (指補 英)

9月24日 中学S-TOP_2 本部3-2 (指補 数)
中学S-TOP_2 本部3-2

9月25日

9月26日
附中2ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-4
附中2ﾄｯﾌﾟ 本部3-4 本部3-2
附中2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1-1 9/17(土) 9/18(日)

9月27日 附中2 本部3-5
9月28日 附中2ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部1-1

附中2 本部3-5 (指補 英)
9月29日 附中2 本部1-1 (指補 数)

9月30日 附中2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-3
附中2ﾄｯﾌﾟ 本部3-5
※下校時刻が15:00以降の場合は、同日19:40~振替実施



試験対策時間割_附中前期期末 2022/09/07

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
土 英語 18:00~19:30

数学 19:45~21:15
日
月 数学 17:40~19:10

社会 19:40~21:10

火
英語 15:30~17:00
数学 17:15~18:45
国語 19:50~21:20

水 理科 15:30~17:00 ※ 指名補講
英語 17:30~19:00

木 英語 19:40~21:10 09:00~10:30
英語 19:40~21:10 10:45~12:15

金 数学 19:40~21:10 13:00~14:30 数学
数学 19:40~21:10 14:45~16:15 英語

土 指名補講 英語 テスト休講 16:30~18:00

試験対策 数学 テスト休講 18:15~19:45
日 （詳細は右表参照）
月㈷ 数学 17:40~19:10

社会 19:40~21:10 試験対策
火 国語 テスト休講 Ｔ１附中Ａ
水 理科 テスト休講 ※ 09:00~10:30 国語 数学

英語 テスト休講 10:45~12:15 英語 理科
木 英語 テスト休講 13:00~14:30 社会

英語 テスト休講 14:45~16:15

金㈷ 数学 テスト休講 16:30~18:00
数学 テスト休講 18:15~19:45

土 英語 18:00~19:30
数学 19:45~21:15

日
月 数学 テスト休講

社会 テスト休講 試験対策
火 国語 19:50~21:20 Ｔ１附中Ｂ
水 理科 15:30~17:00 ※ 09:00~10:30

英語 17:30~19:00 10:45~12:15

木 英語 19:40~21:10 13:00~14:30
英語 19:40~21:10 14:45~16:15 数学

金 数学 19:40~21:10 16:30~18:00 国語 社会
数学 19:40~21:10 18:15~19:45 英語 理科

以後、通常通り

附中1
9月10日 中体連

秋季大会
(附中出校日)

中学S-TOP_1 本部3-3
中学S-TOP_1 本部3-3

9月11日
9月12日 附中1ﾄｯﾌﾟ 本部3-5

附中1 本部3-3

9月13日 附
中
代
休
日

補講
9/10㈯

中学S-TOP_1 本部3-5
中学S-TOP_1 本部3-5
附中1 本部3-3

9月14日 附中1 本部3-3 本部3-5
附中1ﾄｯﾌﾟ 本部3-4 附中1 9/17(土) 9/18(日)

9月15日 附中1ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-5
附中1ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-3

9月16日 附中1ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部1-2
附中1ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1-1

9月17日 中学S-TOP_1 本部3-3
中学S-TOP_1 本部3-3

9月18日
9月19日 附中1ﾄｯﾌﾟ 本部3-5

附中1 本部3-3 本部3-2
9月20日 附中1 本部3-3 9/17(土) 9/18(日)

9月21日
前期
期末試験

附中1 本部3-3
附中1ﾄｯﾌﾟ 本部3-4

9月22日 附中1ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-5 (指補 数)
附中1ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-3 (指補 英)

9月23日 附中1ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部1-2
附中1ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1-1

9月24日 中学S-TOP_1 本部3-3 ※名前入りで配布した時間割から
　9/18㈰の理科と社会の授業の
　順番が入れ替わってます。
　ご注意下さい。

中学S-TOP_1 本部3-3
9月25日
9月26日 附中1ﾄｯﾌﾟ 本部3-5

附中1 本部3-3 本部3-5
9月27日 附中1 本部3-3 9/17(土) 9/18(日)
9月28日 附中1 本部3-3

附中1ﾄｯﾌﾟ 本部3-4
9月29日 附中1ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3-5 (指補 数)

附中1ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3-3 (指補 英)

9月30日 附中1ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部1-2
附中1ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1-1
※下校時刻が15:00以降の場合は、同日19:40~振替実施



試験対策時間割_附中前期期末 2022/09/07

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場

土
数学 18:00~19:30
英語 18:00~19:30
英語 19:45~21:15
数学 19:45~21:15

日
月

火
数学 15:30~17:00
英語 15:30~17:00
英語 17:15~18:45
数学 17:15~18:45

水
木
金

土
数学 テスト休講
英語 テスト休講
英語 テスト休講
数学 テスト休講

日
月㈷ ※通常授業あり
火 テスト休講
水 テスト休講
木 テスト休講
金㈷ ※通常授業あり テスト休講

土
数学 18:00~19:30
英語 18:00~19:30
英語 19:45~21:15
数学 19:45~21:15

日
月 テスト休講
火
水
木
金

以後、通常通り

中学S-TOPコース 中体連秋季大会　および　弘大附中テスト対策
にともなう変更時間割

9月10日 中体連
秋季大会
(附中出校日)

中学S-TOP_2 本部3-2
中学S-TOP_1 本部3-3
中学S-TOP_2 本部3-2
中学S-TOP_1 本部3-3

9月11日
9月12日

9月13日 附中
代休日

補講
9/10㈯

中学S-TOP_2 本部3-4
中学S-TOP_1 本部3-5
中学S-TOP_2 本部3-4
中学S-TOP_1 本部3-5

9月14日
9月15日
9月16日

9月17日
弘大附中
前期期末
試験対策ゼミ

中学S-TOP_2 本部3-2
中学S-TOP_1 本部3-3
中学S-TOP_2 本部3-2
中学S-TOP_1 本部3-3

9月18日
9月19日
9月20日 ※附中1,2,3
9月21日 弘大附中

前期期末試験
※附中1,2,3

9月22日 ※附中1,2,3
9月23日 ※附中1,2,3

9月24日
中学S-TOP_2 本部3-2
中学S-TOP_1 本部3-3
中学S-TOP_2 本部3-2
中学S-TOP_1 本部3-3

9月25日
9月26日 ※附中1,2,3
9月27日
9月28日
9月29日
9月30日

※　9/10㈯の授業は普段通りに実施します。

※　9/10㈯に出席できない生徒のために、9/13㈫に補講を実施します。
　　補講の受講を希望する生徒は、9/10㈯の欠席連絡と同時に9/13㈫の補講受講
　　を希望する旨を連絡して下さい。

※　9/17㈯18㈰は弘大附中の試験対策ゼミ実施のため、中学S-TOPコースは休講
　　となります。


