
 (6/1～6/8)登校日について 

同志社中学校 

教務部 

登校日程 

3 年    6 月１日（月）   6 月 ４日（木） 午前女子  午後男子 

2 年    6 月２日（火）   6 月５日（金） 午前女子  午後男子 

1 年    6 月３日（水）      6 月８日（月）  午前女子  午後男子 

 
登校時間 

女子   9:10 から   9:40 に登校をしてください。下校時刻は１２:００です。 
男子  12:40 から 13:10 に登校をしてください。下校時刻は１５:３０です。 

（早く来ても、校舎・教室に入れません。午前と午後の入れ替わりの際は、立入を制限して、

清掃と消毒をしておりますので、午前の終了後はすみやかに下校をお願いいたします。） 

 

教室と座席 

登校したら各クラス HB 前の教室に来てください。担任の

先生の指定した座席に着席をしてください。右の図は例で

す。消毒をしていますので自分の席だけに座りましょう。

また、HB は立入禁止としています。 

 

持ち物 

iPad、筆記用具、生徒手帳、かばん（配布資料があります。） 

（昼食をとる時間、場所はありません。ご注意ください。） 

 
出席を見合わせる/欠席の場合について 

 別にお知らせしている「分散登校の開始（６月第１週の予定）のお知らせ」を確認し、所

定の手続きをおこなってください。体調がすぐれないときは、無理をせず自宅での静養をお

願いします。「感染症の感染対応に伴う欠席届」をご提出いただくことになっています。そ

の場合「欠席」の扱いはいたしません。 

 

学習について 

 学習については登校日の有無にかかわらず、［ポータルサイトでの課題提示とロイロノー

トでの提出］を 1 学期間（7 月末まで）は続けていく予定です。 

 

教科の ZOOM 面談 

教科の ZOOM 面談予定日と登校日が重なっている場合は、教科の ZOOM 面談を中止し

ます。再度設定する場合は改めて連絡します。 

登校日との重なりがなければ ZOOM 面談を実施しますので予定をしておいてください。 
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3 年生 登校日時間進行予定（6 月 1 日、4 日） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6/1(月)
３年 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組 Ｅ組 Ｆ組 Ｇ組 Ｈ組

女子
男子

09:40～09:55
13:10～13:25

女子
男子

10:05～10:20
13:35～13:50

聖書 国語 音楽 社会 美術 数学 技家 英語

女子
男子

10:25～10:40
13:55～14:10

国語 社会 数学 理科 音楽 保体 聖書 技家

女子
男子

10:45～11:00
14:15～14:30

保体 数学 聖書 音楽 国語 英語 美術 理科

女子
男子

11:05～11:20
14:35～14:50

社会 聖書 国語 英語 保体 技家 理科 数学

女子
男子

11:25～11:40
14:55～15:10

数学 音楽 英語 技家 社会 聖書 国語 美術

女子
男子

11:45～12:00
15:15～15:30

6/4(木)
３年 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組 Ｅ組 Ｆ組 Ｇ組 Ｈ組

女子
男子

09:40～09:55
13:10～13:25

女子
男子

10:05～10:20
13:35～13:50

理科 美術 社会 聖書 技家 国語 音楽 保体

女子
男子

10:25～10:40
13:55～14:10

音楽 英語 理科 国語 聖書 美術 保体 社会

女子
男子

10:45～11:00
14:15～14:30

美術 保体 技家 数学 理科 音楽 英語 聖書

女子
男子

11:05～11:20
14:35～14:50

技家 理科 美術 保体 英語 社会 数学 音楽

女子
男子

11:25～11:40
14:55～15:10

英語 技家 保体 美術 数学 理科 社会 国語

女子
男子

11:45～12:00
15:15～15:30

登校日　時間割

担任による健康観察＆諸連絡

終礼＆自由研究についての連絡など

担任による健康観察＆諸連絡

終礼＆自由研究についての連絡など



２年生 登校日時間進行予定（6 月２日、５日） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6/2(火)
２年 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組 Ｅ組 Ｆ組 Ｇ組 Ｈ組

女子
男子

09:40～09:55
13:10～13:25

女子
男子

10:05～10:20
13:35～13:50

聖書 国語 音楽 社会 美術 数学 技家 英語

女子
男子

10:25～10:40
13:55～14:10

国語 社会 数学 理科 音楽 保体 聖書 技家

女子
男子

10:45～11:00
14:15～14:30

保体 数学 聖書 音楽 国語 英語 美術 理科

女子
男子

11:05～11:20
14:35～14:50

社会 聖書 国語 英語 保体 技家 理科 数学

女子
男子

11:25～11:40
14:55～15:10

数学 音楽 英語 技家 社会 聖書 国語 美術

女子
男子

11:45～12:00
15:15～15:30

6/5(金)
２年 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組 Ｅ組 Ｆ組 Ｇ組 Ｈ組

女子
男子

09:40～09:55
13:10～13:25

女子
男子

10:05～10:20
13:35～13:50

理科 美術 社会 聖書 技家 国語 音楽 保体

女子
男子

10:25～10:40
13:55～14:10

音楽 英語 理科 国語 聖書 美術 保体 社会

女子
男子

10:45～11:00
14:15～14:30

美術 保体 技家 数学 理科 音楽 英語 聖書

女子
男子

11:05～11:20
14:35～14:50

技家 理科 美術 保体 英語 社会 数学 音楽

女子
男子

11:25～11:40
14:55～15:10

英語 技家 保体 美術 数学 理科 社会 国語

女子
男子

11:45～12:00
15:15～15:30

担任による健康観察＆諸連絡

終礼＆自由研究についての連絡など

担任による健康観察＆諸連絡

終礼＆自由研究についての連絡など

登校日　時間割



１年生 登校日時間進行予定（6 月３日、８日） 

 

 

 

 

6/3(水)
１年 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組 Ｅ組 Ｆ組 Ｇ組 Ｈ組

女子
男子

09:40～09:55
13:10～13:25

女子
男子

10:05～10:20
13:35～13:50

聖書 国語 音楽 社会 美術 数学 技家 英語

女子
男子

10:25～10:40
13:55～14:10

国語 社会 数学 理科 音楽 保体 聖書 技家

女子
男子

10:45～11:00
14:15～14:30

保体 数学 聖書 音楽 国語 英語 美術 理科

女子
男子

11:05～11:20
14:35～14:50

社会 聖書 国語 英語 保体 技家 理科 数学

女子
男子

11:25～11:40
14:55～15:10

数学 音楽 英語 技家 社会 聖書 国語 美術

女子
男子

11:45～12:00
15:15～15:30

6/8(月)
１年 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組 Ｅ組 Ｆ組 Ｇ組 Ｈ組

女子
男子

09:40～09:55
13:10～13:25

女子
男子

10:05～10:20
13:35～13:50

理科 美術 社会 聖書 技家 国語 音楽 保体

女子
男子

10:25～10:40
13:55～14:10

音楽 英語 理科 国語 聖書 美術 保体 社会

女子
男子

10:45～11:00
14:15～14:30

美術 保体 技家 数学 理科 音楽 英語 聖書

女子
男子

11:05～11:20
14:35～14:50

技家 理科 美術 保体 英語 社会 数学 音楽

女子
男子

11:25～11:40
14:55～15:10

英語 技家 保体 美術 数学 理科 社会 国語

女子
男子

11:45～12:00
15:15～15:30

終礼＆自由研究についての連絡など

担任による健康観察＆諸連絡

終礼＆自由研究についての連絡など

登校日　時間割

担任による健康観察＆諸連絡


