
令和２年８月２４日  

 

保護者の皆さま 

県立尼崎稲園高等学校長  

 

８月以降の授業について 
 

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、新型コロナウイルス感染症に関しては、依然として感染者数増加が継続し、第２波・第３波が心配さ

れる状況です。 

本校では６月以降、４５分授業等の対策を講じてまいりましたが、概ね９月末で４～５月に実施できなかっ

た授業の回復が完了する見通しがつきました。 

従いまして、下記のとおり予定を変更して授業を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 ８月２４日について 

  前期期末考査の答案返却及び個票を渡します。午前中で終わる予定です。 

 

 

２ ８月２５日から２８日の授業形態について 

  夏季休業中の生徒の様子を把握するため、放課後に面談の時間を取ります。したがって、４５分×６限授

業を行います。 

（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 
  終 礼  １４：２５～ 

   この後、個人面談を実施します。 

 

 

３ ８月３１日から１０月２日の授業形態について 

６月から実施している４５分×７限授業を再開します。 

（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） 

 

 

 

 

裏面もご覧ください 



４ １０月５日以降の授業形態について 

５０分×６限授業に戻します。 

（校時表） 

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

 

（具体的な時間割） 

 

校時 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18

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４ 火４ 水４ 木４ 金４ 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５ 火５ 水５ 木５ 金５ 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６ 火６ 水６ 木６ 金６

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 9/23 9/24 9/25 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2

1限 水１ 木１ 金１ 月１ 火１ 水１ 木１ 金１

2限 水１ 木１ 金１ 月２ 火２ 水２ 木２ 金２

3限 水２ 木２ 金２ 月２ 火２ 水２ 木２ 金２

4限 水３ 木３ 金３ 月３ 火３ 水３ 木３ 金３

5限 水４ 木４ 金４ 月４ 火４ 水４ 木４ 金４

6限 水５ 木５ 金５ 月５ 火５ 水５ 木５ 金５

7限 水６ 木６ 金６ 月６ 火６ 水６ 木６ 金６

8限 月７


