
        
        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
１年Ⅰ組 国語 音楽 理科 理科 地理 国語 体育 体育 国語 英語 数学 ＭＴ 数学 英語 国語

１年Ⅱ組 音楽 鑑賞 地理 情報 美術 国語 体育 体育 理科 英語 数学 地理 数学 英語 理科

１年Ⅲ組 国語 素読 地理 数学 素読 ＭＴ 体育 体育 鑑賞 英語 地理 英国 美術 英語 理科

１年Ⅳ組 理科 理科 情報 数学 理科 地理 体育 体育 ＭＴ 英語 美術 英国 音楽 英語 国語

２年Ⅰ組 英語 歴史 体育 体育 英語 歴史 数学 情報 音楽 理科 英語 歴史 英語 数学 国語

２年Ⅱ組 英語 素読 体育 体育 英語 国語 数学 歴史 国語 音楽 英語 理科 英語 数学 歴史

２年Ⅲ組 英語 歴史 体育 体育 英語 ＭＴ 数学 理科 国語 美術 英語 歴史 英語 数学 音楽

２年Ⅳ組 英語 国語 体育 体育 英語 美術 数学 鑑賞 理科 理科 英語 国語 英語 数学 歴史

２年Ⅴ組 英語 情報 体育 体育 英語 国語 数学 歴史 歴史 素読 英語 音楽 英語 数学 美術

３年Ⅰ組 数学 数学 古典 公民 国語 英語 英文 数学 英語 国語 体育 体育 理科 理科 数学

３年Ⅱ組 数学 数学 理科 公民 古典 英語 英文 数学 英語 理科 体育 体育 公民 音楽 数学

３年Ⅲ組 数学 数学 公民 古典 古典 英語 英文 数学 英語 理科 体育 体育 音楽 理科 数学

３年Ⅳ組 数学 数学 理科 理科 公民 英語 英文 数学 英語 公民 体育 体育 公民 情報 数学

４年Ⅰ組 国語 英語 数学 数学 理科 Writ 芸術 日世 総合 英語 理科 理科 数学 国語 日世

４年Ⅱ組 国語 英語 数学 数学 理科 Writ 芸術 日世 情報 英語 理科 理科 数学 国語 日世

４年Ⅲ組 総合 英語 数学 数学 理科 Writ 国語 日世 芸術 英語 理科 理科 数学 保健 日世

４年Ⅳ組 保健 英語 数学 数学 理科 Writ 国語 日世 芸術 英語 理科 理科 数学 保健 日世

５年Ⅰ文 英語 保健 現代文 現代文 現代 古典 Oral 英語 古典 日史 世界 世界 日史 日史 文系

５年Ⅰ理 英語 数学 日本 日本 物生 物生 Oral 英語 化学 化学 数学 数学 総合 総合 数学

５年Ⅱ組 英語 保健 現代文 現代文 現代 古典 Oral 英語 古典 日史 世界 世界 日史 日史 文系

５年Ⅲ組 英語 数学 日本 日本 物生 物生 Oral 英語 化学 化学 数学 数学 総合 総合 数学

５年Ⅳ組 英語 保健 現代文 現代文 現代 古典 Oral 英語 古典 日史 世界 世界 日史 日史 文系

５年Ⅴ組 英語 数学 日本 日本 物生 物生 Oral 英語 化学 化学 数学 数学 総合 総合 数学

６年Ⅰ組 現代 歴公 Read Read 体育 体育 現代 現代 歴公 歴公 Read 古典 歴公 歴公 Writ

６年Ⅱ組 理科 理科 Read Read 体育 体育 理科 理科 数学 数学 Read 芸術 数学 数学 Writ

６年Ⅲ組 現代 歴公 Read Read 体育 体育 現代 現代 歴公 歴公 Read 古典 歴公 歴公 Writ

６年Ⅳ組 理科 理科 Read Read 体育 体育 理科 理科 数学 数学 Read 芸術 数学 数学 Writ

10月１４日（火）～１０月１７日（金）午前中授業特別時間割
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10月16日
木曜日  

10月17日
金曜日  火 曜日 

10月14日 10月15日
水曜日 


