
2020/5/13(水)

（生徒用）

５月２５日（月） ５月２８日（木)

２－１ ２－２ ３－１ ３－２ ２－１ ２－２ ３－１ ３－２

08:40~08:50 朝礼 朝礼 朝礼 朝礼 08:40~08:50 朝礼 朝礼 朝礼 朝礼
国表(文)/化学(理) 生物基礎 コミュⅢ/英表Ⅱ 情報処理 数Ⅱ コミュⅡ

2-1/【合】 3-1/【選】 【ＰＣ】

現代文 コミュⅡ 英表Ⅱ[B/C] 数Ⅱ 地理 生物

【選】 2-1/【合】 【選】

地理 数Ⅱ 化基(文)/生(理) ビジ応用 国表(文)/化学(理) 生物基礎 数Ⅱ【B/C】 現代文

【選】/ 3-1 2-1/【合】 【選】

LHR 情報処理 古典 現代文 地理 ビジ基礎 現代文 古典

【ＰＣ】 【選】 【選】

13:25~13:35 13:25~13:35

地理 生物 数B 地理 生物(文)/化学(理) ビジ応用

【選】 3-1/【選】
生基(文・理)/物基(理) LHR LHR 地理 生基(文・理)/物基(理) 古典 ＬＨＲ 数Ⅱ

2-1/【合】 【選】 2-1/【合】 【選】

15:40~ 15:40~

５月２６日（火） ５月２９日（金）

２－１ ２－２ ３－１ ３－２ ２－１ ２－２ ３－１ ３－２

08:40~08:50 朝礼 朝礼 朝礼 朝礼 08:40~08:50 朝礼 朝礼 朝礼 朝礼

英表Ⅱ[B/C] 古典 数Ｂ【B/C】 情報処理 地理 古典 化基(文)/生(理) 数Ⅱ

2-1/【合】 3-1/【選】 【選】/ 3-1
政経(文)/生物(理) 数Ⅱ コミュⅡ【B/C】 情報処理

【選】/3-1 【選】/3-1 【ＰＣ】
コミュⅡ【B/C】 フードデザイン コミュⅡ 地理 生物(文)/化学(理) フードデザイン

【選】/3-1 【被服】 3-1/【選】 【被服】

数Ⅱ ビジ基礎 生物(文)/化学(理) 古典 コミュⅢ/英表Ⅱ 地理

3-1/【選】 3-1/【選】

13:25~13:35 13:25~13:35

古典 フード/環境 ＬＨＲ コミュⅡ 古典 情報処理 数Ｂ【B/C】 保育/環境
【被服】/【理Ⅰ】 【選】 【ＰＣ】 3-1/【選】 【被服】/【理Ⅰ】

数B フード/環境 英表Ⅱ[B/C] コミュⅡ 古典 保育/環境
【被服】/【理Ⅰ】 2-1/【合】 【選】 【被服】/【理Ⅰ】

15:40~ 15:40~

５月２７日（水）

２－１ ２－２ ３－１ ３－２

08:40~08:50 朝礼 朝礼 朝礼 朝礼

古典 生物基礎 古典 コミュⅡ

【選】
生基(文)/化学(理) 数Ⅱ

2-1/【合】

数Ⅱ【B/C】 ビジ応用

【選】

数Ⅱ 情報処理 地理 数Ⅱ

【ＰＣ】 【選】

13:25~13:35

コミュⅡ 地理 コミュⅡ【B/C】 生物

【選】/3-1

ＬＨＲ 地理

【選】

15:40~

５月２５日(月)～５月２９日(金)　特別時間割り(６限授業)

１－１ １－１

朝礼 朝礼

１限 08:55~09:45
社会と情報

１限 08:55~09:45
化学基礎

【視】 【視】

２限 09:55~10:45
数Ⅰ

２限 09:55~10:45
体育

【多】/1-1

４限 11:55~12:45
数A

４限 11:55~12:45
数A

【多】/1-1 【多】/1-1

３限 10:55~11:45
体育

３限 10:55~11:45
英表Ⅰ

【多】/1-1

６限 14:40~15:30
英表Ⅰ

６限 14:40~15:30
現代文

【多】/1-1 【視】

掃除 掃除

５限 13:40~14:30
古典

５限 13:40~14:30
英表Ⅰ

【視】/1-1 【多】/1-1

１限 08:55~09:45
現代文

１限 08:55~09:45
コミュⅠ

【視】 【多】/1-1

終礼（放課） 終礼（放課）

１－１ １－１

朝礼 朝礼

３限 10:55~11:45
化学基礎

３限 10:55~11:45
古典

２限 09:55~10:45
家庭基礎 体育

２限 09:55~10:45

５限 13:40~14:30
音楽/美術

５限 13:40~14:30
科学と人間生活

【視】/【多目】 【視】

現代文

【多】/1-1 【多】/1-1 【武道場】

掃除 掃除

４限 11:55~12:45
コミュⅠ

４限 11:55~12:45
数Ⅰ

１限 08:55~09:45
数Ⅰ

【多】/1-1

６限 14:40~15:30
音楽/美術

６限 14:40~15:30
【視】/【多目】

４限 11:55~12:45
総合的な探究の時間

【視】

２限 09:55~10:45
現代社会 世界史

【視】

３限 10:55~11:45
コミュⅠ

【多】/1-1

【武道場】

保健

【武道場】

５限 13:40~14:30
科学と人間生活

【視】

６限 14:40~15:30
古典 総合的な探究の時間

【視】/1-1

世界史

【武道場】

体育

終礼（放課）

体育

社会と情報

【武道場】

現代文

体育

掃除

終礼（放課） 終礼（放課）

１－１

朝礼

保健

【視】

【視】 【視】/1-1

家庭基礎

【視】 【視】

【武道場】

【武道場】


