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1 英語 英語 国語 国語 世界史 保健 英語 国語 保健 生物 保健 国語 数学 英語 国語 国語 数学 数学 英語 数学 古典 数学 英語 生基 英語 英語 物理 化学 国語 体育 体育 1

2 家庭 国語 数学 科人 国語 国語 情報 数学 数学 体育 英語 公民 化学 物生 体育 化学 地公 物生 地公 物生 化基 生基 地歴 数学 数学 国語 数学 国語 英語 英語 英語 2

3 家庭 保健 現社 数学 情報 数学 現社 英語 英語 数学 生物 地歴 地歴 化学 地歴 地歴 体育 体育 体育 体育 英語 英語 ＦＤ 国語 化基 数学 化学 物生 物生 数学 数学 3

4 体育 体育 体育 世界史 英語 英語 国語 家庭
世界
史

公民 英語 数学 国語 芸術 英語 英語 国語 国語 国語 国語 数学 公民 理総 公民 国語 化学 地歴 地歴 地歴 化基 国語 4

5 現社 情報 英語 体育 数学 体育 数学 家庭 国語 英語 生物 英語 英語 国語 物生 物生 地歴 地歴 地歴 地歴 地公 国語 理総 英語 地公 数学 英語 英語 化学 地公 数学 5

6 数学 数学 科人 英語 体育 科人 体育 保健 情報 国語 国語 化学 公民 化学 数学 数学 英語 英語 数学 英語 地歴 地歴 英語 地歴 英語 物生 国語 数学 数学 国語 物生 6

1 情報 国語 数学 英語 数学 世界史 科人 現社 国語 英語 英語 地歴 地歴 化学 数学 数学 生基 物生 生基 物生 英語 体育 地歴 化基 国語 国語 体育 国語 体育 数学 化学 1

2 芸術 芸術 情報 現社 科人 英語 家庭 数学 数学 化学 地歴 英語 英語 数学 英語 国語 英語 化学 数学 化学 数学 公民 体育 英語 体育 体育 化学 英語 化学 生基 国語 2

3 芸術 芸術 保健 国語 英語 国語 家庭 国語 現社 国語 国語 国語 数学 英語 地歴 地歴 数学 数学 英語 数学 体育 数学 国語 体育 英語 英語 国語 体育 英語 地歴 地歴 3

4 英語 現社 現社 家庭 芸術 芸術 英語 科人 科人 保健 体育 体育 生物 体育 化学 英語 数学 数学 総科 数学 地公 英語 数学 数学 地公 物生 地歴 地歴 地歴 地公 物生 4

5 国語 数学 英語 家庭 芸術 芸術 数学 英語 英語 数学 数学 数学 体育 物生 国語 体育 英語 英語 総科 保健 現代
文

国語 英語 国語 地歴 地歴 数学 数学 数学 英語 英語 5

6 数学 英語 国語 数学 国語 数学 世界史 体育 体育 地歴 公民 公民 国語 地歴 数学 数学 保健 保健 総科 英語 生基 化基 国語 公民 化基 数学 物理 物生 物生 国語 数学 6

11/1
1
（月）

11/1
2
（火）

校時程（５５分授業）1限　８：５５～９：５０　　　2限　１０：００～１０：５５　　　3限　１１：０５～１２：００　　　昼休み　１２：００～１２：４５　　　4限　１２：４５～１３：４０　　　5限　１３：５０～１４：４５　　　6限　１４：５５～１５：５０

令和元年度　第２回授業公開　１１／１１(月)，１２(火)　クラス時間割　

１　　　　　　年 ２　　　　　　年 ３　　　　　　年
普　　　　通　　　　科 フロンティア科 普　　　　通　　　　科 フロンティア科 普　　　　通　　　　科 フロンティア科


