
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ J Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ J K

1 国語 国語 現社 現社 数学 地歴 数学 情報 保健 体育 数学 公民 化基 体育 物生 英語 物生 数学 化学 地歴 地歴 総理 数学 数学 国語 国語 英語 国語 数学 数学 1

2 芸術 芸術 数学 国語 英語 家庭 国語 英語 英語 数学 体育 数学 英語 数学 体育 体育 国語 化基 国語 国語 国語 総理 地歴 地歴 英語 化学 生物 化基 国語 国語 2

3 芸術 芸術 国語 数学 保健 家庭 情報 国語 国語 地歴 生基 体育 体育 地歴 国語 物生 体育 英語 英語 地公 化基 英語 地公 国語 数学 英語 化学 地公 化学 化学 3

4 科人 情報 芸術 芸術 家庭 国語 英語 数学 数学 英語 公民 生基 国語 英語 化学 数学 英語 体育 体育 数学 英語 公体 生基 英語 地歴 地歴 地歴 英語 物生 物生 4

5 現社 数学 芸術 芸術 家庭 数学 現社 体育 体育 化基 国語 国語 数学 国語 英語 国語 化学 地歴 地歴 英語 数学 国語 国語 物生 化学 数学 数学 生基 英語 英語 5

6 数学 英語 英語 英語 国語 英語 数学 地歴 情報 国語 英語 英語 生基 化学 数学 英語 数学 国語 数学 化基 公民 地歴 英語 化学 物生 物生 国語 数学 数学 数学 6

1 英語 科人 体育 体育 数学 情報 英語 数学 数学 生基 英語 数学 数学 化学 英語 国語 英語 化基 数学 地公 数学 地歴 地公 物生 化学 数学 数学 地公 英語 英語 1

2 体育 体育 家庭 英語 国語 国語 数学 情報 現社 地歴 数学 英語 英語 地歴 国語 物生 数学 国語 保健 数学 公民 英語 英語 化学 数学 英語 生物 化基 物生 物生 2

3 数学 国語 家庭 科人 体育 体育 体育 国語 科人 数学 地歴 地歴 地歴 芸術 数学 化学 芸術 英語 英語 国語 英語 国語 地歴 地歴 物生 物生 化学 数学 国語 国語 3

4 国語 英語 英語 情報 数学 英語 地歴 家庭 国語 国語 芸術 芸術 公民 数学 地歴 地歴 地歴 数学 国語 英語 生基 公体 数学 国語 英語 化学 国語 体育 体育 体育 4

5 地歴 地歴 数学 国語 現社 現社 保健 家庭 地歴 地公 芸術 芸術 英語 物生 英語 英語 数学 地公 物生 体育 体育 体育 化基 英語 国語 国語 英語 英語 数学 数学 5

6 保健 数学 国語 数学 英語 数学 国語 英語 英語 英語 国語 国語 化基 英語 数学 数学 国語 生基 化学 化基 化基 ＦＤ 生基 数学 体育 体育 体育 地歴 地歴 地歴 6
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普　　　　通　　　　科 フロンティア科 普　　　　通　　　　科 フロンティア科 普　　　　通　　　　科


