
令和２年５月２５日  

 

保護者の皆さま 

県立尼崎稲園高等学校長  

 

６月からの授業の進め方等について 
 

平素は本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、５月２１日に緊急事態宣言が解除され、６月１日からの学校再開が正式に決定しました。 

つきましては、本校では下記のとおり進めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ ６月１日から１４日までの形態について 

  (1) 県の指示通り、分散登校とします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 校時（通勤時間の登校を避け、９：４０授業開始とし、45分授業を実施します） 
    ＳＨＲ   ９：３０～ ９：４０ 

１ 限   ９：４０～１０：２５           
    ２ 限  １０：３５～１１：２０            
    ３ 限  １１：３０～１２：１５           
    昼休み  １２：１５～１３：００（予鈴 １２：５５）          
    ４ 限  １３：００～１３：４５          
    ５ 限  １３：５５～１４：４０          
    ６ 限  １４：５０～１５：３５          
    終 礼  １５：３５～               
    ７ 限  １５：３５～１６：２０（１年次・月曜日のみ） 

 

(3) 部活動について 

   ① 部活動時間：1日短時間の実施とする 

   ② 活動を行う日：月～金に２日及び土日に 1日を上限とする 

   ③ 対外試合、合同練習、合宿は認めない 

   ※ ６／１５以降の取扱いについては、改めて県から通知があります。 

 

２ ６月１５日以降の形態について 

(1) 授業の進め方の概要 

   ① ４～５月で実施できなかった授業を、早い段階で回復し、今年度内で予定の学習内容を終えるため、

４５分×７限授業を実施します。（10月末で実施できなかった授業はすべてクリアする予定です） 

   ② 授業数を十分確保しながらも、放課後の部活動や補習の時間も確保します。 

   ③ ４～５月にネット配信で授業した内容も、理解度を確認しながら授業を進めます。 

   ④ 夏季休業を約２週間短縮し、授業時間を確保します。 

   ⑤ 夏季休業中の三者面談及び補習は８／１～２３の期間を基本として実施します。 

   ⑥ １００分授業（45分+10分+45分）も行うことで、演習や実習の充実を図ります。 

6/1(月) 6/2(火) 6/3(水) 6/4(木) 6/5(金)
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6/8(月) 6/9(火) 6/10(水) 6/11(木) 6/12(金)

２年次全員 ３年次全員 ２年次全員 ３年次全員 ２年次全員

１年次
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１年次
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１年次
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１年次

出席番号奇数

１年次

出席番号偶数

登校

生徒

登校
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(2) 予定 
６／１５ ～  ７／２４  ４５分×７限授業を実施 

  ７／２７ ～  ７／３１  前期期末考査 
 
８／ １ ～  ８／２３  夏季休業 
 
８／２４ ～ １０／３１  ４５分×７限授業を実施 

 

(3) 校時表 
  １ 限   ８：３０～ ９：１５ 
  ２ 限   ９：２５～１０：１０  
  ３ 限  １０：２０～１１：０５   
  ４ 限  １１：１５～１２：００  
  昼休み  １２：００～１２：４５（予鈴 １２：４０） 
  ５ 限  １２：４５～１３：３０ 
  ６ 限  １３：４０～１４：２５ 
  ７ 限  １４：３５～１５：２０ 
  終 礼  １５：２０～ 
８ 限  １５：２０～１６：０５（１年次・月曜日のみ） 
 

(4) 具体的な時間割（６月、７月を例に） 

 

 ※ 別紙に前期分すべてを掲載しております。こちらもご覧ください。 

 

校時 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3

1限 月１ 火１ 水１ 木１ 金１ 月１ 火１ 水１ 木１ 金１ 月１ 火１ 水１ 木１ 金１

2限 月２ 火２ 水２ 木２ 金２ 月２ 火２ 水２ 木２ 金２ 月２ 火２ 水２ 木２ 金２

3限 月３ 火３ 水３ 木３ 金３ 月３ 火３ 水３ 木３ 金３ 月３ 火３ 水３ 木３ 金３

4限 月３ 火３ 水３ 木３ 金３ 月４ 火４ 水４ 木４ 金４ 月４ 火４ 水４ 木４ 金４

5限 月４ 火４ 水４ 木４ 金４ 月４ 火４ 水４ 木４ 金４ 月５ 火５ 水５ 木５ 金５

6限 月５ 火５ 水５ 木５ 金５ 月５ 火５ 水５ 木５ 金５ 月５ 火５ 水５ 木５ 金５

7限 月６ 火６ 水６ 木６ 金６ 月６ 火６ 水６ 木６ 金６ 月６ 火６ 水６ 木６ 金６

8限 月７ 月７ 月７

校時 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/20 7/21 7/22

1限 月１ 火１ 水１ 木１ 金１ 月１ 火１ 水１ 木１ 金１ 月１ 火１ 水１

2限 月２ 火２ 水２ 木２ 金２ 月１ 火１ 水１ 木１ 金１ 月２ 火２ 水２

3限 月３ 火３ 水３ 木３ 金３ 月２ 火２ 水２ 木２ 金２ 月２ 火２ 水２

4限 月４ 火４ 水４ 木４ 金４ 月３ 火３ 水３ 木３ 金３ 月３ 火３ 水３

5限 月５ 火５ 水５ 木５ 金５ 月４ 火４ 水４ 木４ 金４ 月４ 火４ 水４

6限 月６ 火６ 水６ 木６ 金６ 月５ 火５ 水５ 木５ 金５ 月５ 火５ 水５

7限 月7 火６ 水６ 木６ 金６ 月６ 火６ 水６ 木６ 金６ 月６ 火６ 水６

8限 月7 月７ 月７



前期授業予定

1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 8限 1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限

6/1 月 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月1 月2 月3 月4 月5 月6 １年次A  ３年次

6/2 火 火1 火2 火3 火4 火5 火6 火1 火2 火3 火4 火5 火6 １年次B  ２年次

6/3 水 水1 水2 水3 水4 水5 水6 水1 水2 水3 水4 水5 水6 １年次A  ３年次

6/4 木 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木1 木2 木3 木4 木5 木6 １年次B  ２年次

6/5 金 金1 金2 金3 金4 金5 金6 金1 金2 金3 金4 金5 金6 １年次A  ３年次

6/6 土
6/7 日
6/8 月 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月1 月2 月3 月4 月5 月6 １年次B  ２年次

6/9 火 火1 火2 火3 火4 火5 火6 火1 火2 火3 火4 火5 火6 １年次A  ３年次

6/10 水 水1 水2 水3 水4 水5 水6 水1 水2 水3 水4 水5 水6 １年次B  ２年次

6/11 木 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木1 木2 木3 木4 木5 木6 １年次A  ３年次

6/12 金 金1 金2 金3 金4 金5 金6 金1 金2 金3 金4 金5 金6 １年次B  ２年次

6/13 土
6/14 日
6/15 月 月1 月2 月3 月3 月4 月5 月6 月7 月1 月2 月3 月3 月4 月5 月6

6/16 火 火1 火2 火3 火3 火4 火5 火6 火1 火2 火3 火3 火4 火5 火6

6/17 水 水1 水2 水3 水3 水4 水5 水6 水1 水2 水3 水3 水4 水5 水6

6/18 木 木1 木2 木3 木3 木4 木5 木6 木1 木2 木3 木3 木4 木5 木6

6/19 金 金1 金2 金3 金3 金4 金5 金6 金1 金2 金3 金3 金4 金5 金6

6/20 土
6/21 日
6/22 月 月1 月2 月3 月4 月4 月5 月6 月7 月1 月2 月3 月4 月4 月5 月6

6/23 火 火1 火2 火3 火4 火4 火5 火6 火1 火2 火3 火4 火4 火5 火6

6/24 水 水1 水2 水3 水4 水4 水5 水6 水1 水2 水3 水4 水4 水5 水6

6/25 木 木1 木2 木3 木4 木4 木5 木6 木1 木2 木3 木4 木4 木5 木6

6/26 金 金1 金2 金3 金4 金4 金5 金6 金1 金2 金3 金4 金4 金5 金6

6/27 土
6/28 日
6/29 月 月1 月2 月3 月4 月5 月5 月6 月7 月1 月2 月3 月4 月5 月5 月6

6/30 火 火1 火2 火3 火4 火5 火5 火6 火1 火2 火3 火4 火5 火5 火6

7/1 水 水1 水2 水3 水4 水5 水5 水6 水1 水2 水3 水4 水5 水5 水6

7/2 木 木1 木2 木3 木4 木5 木5 木6 木1 木2 木3 木4 木5 木5 木6

7/3 金 金1 金2 金3 金4 金5 金5 金6 金1 金2 金3 金4 金5 金5 金6

7/4 土
7/5 日
7/6 月 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月6 月7 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月6

7/7 火 火1 火2 火3 火4 火5 火6 火6 火1 火2 火3 火4 火5 火6 火6

7/8 水 水1 水2 水3 水4 水5 水6 水6 水1 水2 水3 水4 水5 水6 水6

7/9 木 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木6 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木6

7/10 金 金1 金2 金3 金4 金5 金6 金6 金1 金2 金3 金4 金5 金6 金6

7/11 土
7/12 日
7/13 月 月1 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月1 月1 月2 月3 月4 月5 月6

7/14 火 火1 火1 火2 火3 火4 火5 火6 火1 火1 火2 火3 火4 火5 火6

7/15 水 水1 水1 水2 水3 水4 水5 水6 水1 水1 水2 水3 水4 水5 水6

7/16 木 木1 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木1 木1 木2 木3 木4 木5 木6

7/17 金 金1 金1 金2 金3 金4 金5 金6 金1 金1 金2 金3 金4 金5 金6

7/18 土
7/19 日
7/20 月 月1 月2 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月1 月2 月2 月3 月4 月5 月6

7/21 火 火1 火2 火2 火3 火4 火5 火6 火1 火2 火2 火3 火4 火5 火6

7/22 水 水1 水2 水2 水3 水4 水5 水6 水1 水2 水2 水3 水4 水5 水6

7/23 木 （海の日）

7/24 金 （体育の日）

7/25 土
7/26 日
7/27 月 期末考査

7/28 火 期末考査

7/29 水 期末考査

7/30 木 期末考査

7/31 金 期末考査

備考月日 曜日
１年 ２・３年



前期授業予定

1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限 8限 1限 2限 3限 4限 5限 6限 7限
備考月日 曜日

１年 ２・３年

8/24 月 月1 月2 月3 月3 月4 月5 月6 月7 月1 月2 月3 月3 月4 月5 月6

8/25 火 火1 火2 火3 火3 火4 火5 火6 火1 火2 火3 火3 火4 火5 火6

8/26 水 水1 水2 水3 水3 水4 水5 水6 水1 水2 水3 水3 水4 水5 水6

8/27 木 木1 木2 木3 木3 木4 木5 木6 木1 木2 木3 木3 木4 木5 木6

8/28 金 金1 金2 金3 金3 金4 金5 金6 金1 金2 金3 金3 金4 金5 金6

8/29 土
8/30 日
8/31 月 月1 月2 月3 月4 月4 月5 月6 月7 月1 月2 月3 月4 月4 月5 月6

9/1 火 火1 火2 火3 火4 火4 火5 火6 火1 火2 火3 火4 火4 火5 火6

9/2 水 水1 水2 水3 水4 水4 水5 水6 水1 水2 水3 水4 水4 水5 水6

9/3 木 木1 木2 木3 木4 木4 木5 木6 木1 木2 木3 木4 木4 木5 木6

9/4 金 金1 金2 金3 金4 金4 金5 金6 金1 金2 金3 金4 金4 金5 金6

9/5 土
9/6 日
9/7 月 月1 月2 月3 月4 月5 月5 月6 月7 月1 月2 月3 月4 月5 月5 月6

9/8 火 火1 火2 火3 火4 火5 火5 火6 火1 火2 火3 火4 火5 火5 火6

9/9 水 水1 水2 水3 水4 水5 水5 水6 水1 水2 水3 水4 水5 水5 水6

9/10 木 木1 木2 木3 木4 木5 木5 木6 木1 木2 木3 木4 木5 木5 木6

9/11 金 金1 金2 金3 金4 金5 金5 金6 金1 金2 金3 金4 金5 金5 金6

9/12 土
9/13 日
9/14 月 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月6 月7 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月6

9/15 火 火1 火2 火3 火4 火5 火6 火6 火1 火2 火3 火4 火5 火6 火6

9/16 水 水1 水2 水3 水4 水5 水6 水6 水1 水2 水3 水4 水5 水6 水6

9/17 木 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木6 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木6

9/18 金 金1 金2 金3 金4 金5 金6 金6 金1 金2 金3 金4 金5 金6 金6

9/19 土
9/20 日
9/21 月
9/22 火
9/23 水 水1 水1 水2 水3 水4 水5 水6 水1 水1 水2 水3 水4 水5 水6

9/24 木 木1 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木1 木1 木2 木3 木4 木5 木6

9/25 金 金1 金1 金2 金3 金4 金5 金6 金1 金1 金2 金3 金4 金5 金6

9/26 土
9/27 日
9/28 月 月1 月2 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月1 月2 月2 月3 月4 月5 月6

9/29 火 火1 火2 火2 火3 火4 火5 火6 火1 火2 火2 火3 火4 火5 火6

9/30 水 水1 水2 水2 水3 水4 水5 水6 水1 水2 水2 水3 水4 水5 水6

SHR 9:30 ～ 9:40 1限目 8:30 ～ 9:15

1限目 9:40 ～ 10:25 2限目 9:25 ～ 10:10

2限目 10:35 ～ 11:20 3限目 10:20 ～ 11:05

3限目 11:30 ～ 12:15 4限目 11:15 12:00

予鈴 12:55 予鈴 12:40

4限目 13:00 ～ 13:45 5限目 12:45 ～ 13:30

5限目 13:55 ～ 14:40 6限目 13:40 ～ 14:25

6限目 14:50 ～ 15:35 7限目 14:35 ～ 15:20

終礼 15:35 ～ 終礼 15:20 ～

7限目 15:35 ～ 16:20 8限目 15:20 ～ 16:05
※7限目は1年次月曜のみ ※8限目は1年次月曜のみ

6/1(月)～6/12(金)の時程 6/15(月)～ の時程


