
【　時間割　】

１限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限

1A 数学 化基 英語 国語 情報 体育 数学 芸術 芸術 国語 数学 英語 英語 化基 数学 国語 体育 現社

1B 数学 保健 英語 数学 国語 体育 国語 芸術 芸術 英語 情報 数学 科人 英語 現社 国語 体育 数学

1C 国語 数学 化基 英語 体育 現社 英語 数学 情報 国語 芸術 芸術 化基 国語 現社 数学 数学 英語

1D 化基 数学 現社 国語 体育 英語 国語 英語 科人 情報 芸術 芸術 現社 国語 化基 数学 数学 英語

1E 保健 国語 数学 化基 英語 数学 国語 情報 家庭 家庭 数学 現社 科人 国語 数学 英語 化基 体育

1F 化基 国語 英語 科人 現社 数学 情報 英語 国語 数学 家庭 家庭 英語 化基 数学 科人 国語 体育

1G 英語 情報 家庭 家庭 数学 国語 数学 科人 国語 英語 体育 化基 国語 英語 数学 数学 芸術 芸術

1H 国語 英語 家庭 家庭 数学 情報 化基 国語 英語 数学 体育 現社 情報 数学 英語 国語 芸術 芸術

1I 情報 英語 国語 数学 芸術 芸術 数学 化基 現社 科人 英語 体育 保健 英語 家庭 家庭 国語 数学

1J 数学 保健 国語 英語 芸術 芸術 英語 現社 数学 科人 化基 体育 数学 情報 家庭 家庭 英語 国語

2A 化学 国語 地歴Ａ 英語 数学 物生 地理 数学 物生 体育 英語 国語 化学 物生 英語 数学 国語 地歴Ａ

2B 国語 地歴Ａ 数学 化学 英語 物生 地歴Ｂ 英語 物生 体育 数学 国語 国語 物生 地歴Ａ 数学 化学 英語

2C 物理 地歴Ａ 数学 化学 国語 英語 地歴Ｂ 体育 物理 英語 国語 数学 国語 英語 地歴Ａ 化学 保健 数学

2D 保健 数学 物生 国語 地歴Ａ 英語 物生 英語 国語 体育 化学 数学 英語 地歴Ｂ 数学 国語 物生 化学

2E 保健 国語 物生 数学 地歴Ａ 英語 物生 国語 英語 体育 数学 化学 英語 地歴Ｂ 数学 国語 物生 数学

2F 英語 芸術 芸術 国語 数学 地理 保健 世史 体育 国語 数学 英語 地理 英語 数学 生基 世史 国語

2G 英語 芸術 芸術 日史 数学 国語 国語 世史 体育 数学 英語 保健 世史 数学 国語 生基 英語 日史

2H 英語 英語 世史 数学 国語 日地 英語 国語 体育 日地 世史 数学 英語 芸術 芸術 数学 国語 生基

2I 世史/地歴A 数学 日地/物生 英語 国語 数学 日地/物生 体育 数学 英語 国語 世史/地歴B 数学 英語 国語 生基/化学 探究 探究

2J 世史/地歴A 数学 日地/物生 国語 英語 数学 日地/物生 体育 数学 国語 英語 世史/地歴B 数学 国語 英語 生基/化学 探究 探究

3A 化学 日地世 体育 数学 国語 英語 化学 数学 日地世 英語 国語 物生 物生 体育 国語 数学 日地世 英語

3B 数学 体育 国語 日地世 英語 物理 数学 化学 英語 日地世 物理 国語 英語 物理 国語 体育 化学 数学

3C 生物 体育 数学 日地世 国語 英語 化学 英語 数学 日地世 生物 数学 国語 数学 化学 体育 英語 生物

3D 物生 体育 数学 日地世 英語 国語 英語 化学 数学 日地世 物生 数学 国語 数学 英語 体育 物生 化学

3E 国語 世公 英語 体育 数学 生解 英語/芸術 国語 化解 数学 世公 英語 英語 生解 体育 化解 国語 数学

3F 数学 世公 英語 体育 国語 化解 国語 国語 英語 化解 世公 数学 英語 生解 体育 国語 英語 数学

3G 国語 世公 英語 体育 数学 生解 数学 国語 化解 英語 世公 国語 化解 英語 体育 国語 数学 英語

3H 英語 国語 化解 体育 日地世 数学 生解 英語 世公 数学 国語 国語 数学 日地世 体育 国語 英語 化解

3I 国語 英語/日地世 体育 数学 英語 世公/化学 英語 世公/数学 生解/日地世 国語 日地/化学 化解/物生 化解/物生 体育 英語 数学 国語/日地世 国語

3J 英語 英語/日地世 体育 数学 国語 世公/化学 国語 世公/数学 生解/日地世 英語 日地/化学 化解/物生 化解/物生 体育 英語 数学 国語/日地世 国語

10/18(火) 10/19(水)

実施教科・科目名 実施教科・科目名 実施教科・科目名

10/17(月)


