
44 日 ((箇)) 時間割 55 日 ((水)) 時間割
4:20 4:20 国語 国語

小６ 小６ 小６ 小６
住吉柑奈 住吉玲来 山本佑香 奥田朱梨

5:30 竹西小 竹西小 5:30 荘野小 竹原小

5:35 理科 　　 算数 数学 5:35 社会
小６ 小６ 小６ 小６ 中３ 小６
奥田朱梨 清水麻由那 住吉柑奈 住吉玲来 大歳 奥田朱梨 　

6:45 竹原小 三津小 竹西小 竹西小 竹原中 6:45 竹原小

7:00 英検３級 国語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語 7:00 国語 英語 英語 英数 数学 数学 数学
小６ 小６ 中２ 中２ 中２ 中３ 中１ 中１ 中２ 中２ 中２ 中２ 小５ 中１ 中２ 中１ 高２ 中２ 中３
住吉玲来 清水麻由那 吉平詩葉 田之上 川口治人 村上舞帆 村尾和真 村尾綾茄 中村天汰 渡邉海集 石盛 仲本 三好紗矢 川西爽太 下垣内真生 松本千尋 出口慶幸 中村天汰 原田壮太

8:10 竹西小 三津小 竹原中 吉名中 吉名中 竹原中 竹原中 竹原中 吉名中 竹原中 賀茂川中 賀茂川中 8:10 東野小 賀茂川中 賀茂川中 近大中 広高 吉名中 近大中

8:15 数学 英語 英語 英語 英語 英語 英語 数学 英語 英検４級 英検４級 8:15 数学 数学 数学 数学 数学 数学
高２ 高１ 高２ 高１ 高２ 中２ 中１ 中１ 中１ 中２ 中２ 高１ 中２ 高３ 高１ 高２ 高１
山下咲蘭 山田悠太 奥川巧人 竹鶴文人 吉兼隆太朗 黒田和豊 八木耀太 友田 髙田 川口治人 田之上 宮本若奈 吉平詩葉 藤原愛結 黒田光昭 奥川巧人 竹鶴文人

9:25 忠海高 広高校 広高 尾道北高 竹原高 近大中 竹原中 吉名中 吉名中 吉名中 吉名中 9:25 忠海高 竹原中 忠海高 竹原高校 広高 尾道北高 1:40 国語 理科
9/11不在 9/19奥野-住田新太郎 小５ 小５

末田 三好紗矢
2:50 荘野小 東野小

4:20 4:20 3:00 算数 算数 英語
小６ 小６ 小５ 小５ 高２
住吉柑奈 住吉玲来 三好紗矢 末田 中村百華

5:30 5:30 竹西小 竹西小 4:10 東野小 荘野小 近大高

5:35 国、算 算数 英語 算数 英語 英語 5:35 国、英 社会 4:20 算数 数学 数学 英・社
小５ 小６ 中３ 小５ 中３ 中２ 小５ 小６ 小６ 小６ 小６ 高１ 高２ 中２
村松　心 芳村琉衣 大歳 平田なお 大歳 芝  恭平 村松　心 清水麻由那 住吉柑奈 住吉玲来 山本佑香 吉本愛優花 中村百華 森田大晴

6:45 大乗小 竹西小 竹原中 東野小 竹原中 賀茂川中 6:45 大乗小 三津小 竹西小 竹西小 5:30 荘野小 近大中 近大高 賀茂川中

7:00 英語 英語 算数 算数 数学 数学 数学 英語 国語 数学 数学 国語 英語 7:00 社会 数学 国語 算数 英語 数学 数学 数学 数学 理科 5:35 数学 英語 英語
中３ 中３ 小６ 中２ 高１ 中２ 高２ 中３ 小５ 中１ 中１ 小５ 中１ 中１ 中２ 中２ 小６ 中２ 中３ 中２ 中３ 高３ 小６ 高１ 高１ 高１
木原那緒 亀下忠時 奥田朱梨 芝  恭平 寺尾聡一郎 森田大晴 濱咲省吾 大森健心 平田なお 友田 髙田 平田なお 山本偉登 髙田 黒田和豊 森田大晴 岩木遥香 手島るな 岡崎千里 田之上 亀下忠時 原田万優子 清水麻由那  當銘花奈子 寺尾聡一郎 吉本愛優花

8:10 竹原中 近大中 竹原小 賀茂川中 広島高校 賀茂川中 忠海高 吉名中 東野小 吉名中 吉名中 東野小 竹原中 8:10 吉名中 近大中 賀茂川中 竹原西小 吉名中 尾道中 吉名中 近大中 近大高 三津小 6:45 武田高校 広島高校 近大中

8:15 数学 英語 数学 数学 数学 数学 英語 英語 8:15 英・社 英語 数学 数学 英語 英語 数学 数学 数学 数学 数学 数学 7:00 国語 国語 数学
高２ 高１ 高２ 高１ 中３ 中１ 中２ 高１ 中２ 中１ 中３ 中３ 中３ 中２ 中１ 中１ 高２ 高３ 中１ 中２ 中１ 中１ 高１

吉兼隆太朗 竹鶴文人 伊藤隼人 山田悠太 村上舞帆 八木耀太 芝  恭平 黒田　光昭 森田大晴 森下一希 大森健心 森下宥梨 岡崎千里 河本優汰郎 村尾和真 村尾綾茄 大森美侑 宮本瑞基 山本偉登 手島るな 村尾綾茄 村尾和真 寺尾聡一郎
9:25 竹原高 尾道北高 竹原高校 広高校 竹原中 竹原中 賀茂川中 竹原高校 9:25 賀茂川中 市立広島 吉名中 市立広島 尾道中 吉名中 竹原中 竹原中 近大高 忠海高 竹原中 吉名中 8:10 竹原中 竹原中 広島高校

9/3.6.13.20不在 9月末まで芝くん早め 9/21助っ人大前

99月
塾長 斎藤　彰彦 桂子 森田昌子 住田新太郎

諒

9/18住田新太郎不在 9/4.11西川不在

奥野涼雅
社会

諒 西川輝 迫田　彩 桂子 塾長 佐々木優衣

理科

クラス

〜 〜

大前　侑哉

9/4、9/11は
助っ人

奥野涼雅コーチ

9/11は助っ人
佐々木優衣コーチ

〜 中学３年生 〜
数学

〜 〜

高橋伸和 塾長
〜 中学３年生 〜

英語

〜

クラス

送り
88 日 ((土)) 時間割

66 日 ((木)) 時間割 77

桂子 斎藤　彰彦

日 ((金)) 時間割

港迎え

面談小６清水

奥野涼雅

〜

国語
桂子 桂子 塾長 斎藤　彰彦 坪浦優実 吉本　航平佐々木優衣

1C 2F 1A 1E 2C
算数

森田昌子 住田新太郎 斎藤　彰彦 大前　侑哉 佐々木ひとみ 吉本　航平

瞳コーチの助っ人

〜 〜

〜

〜

〜2D

〜

〜

英語

送り

〜 〜

〜 高３ 〜
黒田敏子
近大高


