
【B週】 7 月　 11 日 (月) ～ 7 月 15 日 (金) 生　徒　時　間　割 【前期】
,

日　付 (月) (火） (水） (木） (金）

校　時 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

１年１組 国語 体育 美術 社会 英語 理科 学活 数学 技術 国語 理科  道徳 社会 数学 英語 数学 英語 体育 国語 理科 総合 理科 社会 英語 数学

１年２組 数学 体育 英語 国語 美術 理科 学活 社会 英語 技術 美術 道徳 道徳 英語 社会 国語 国語 音楽 体育 家庭 数学 総合 数学 国語 理科 英語

１年３組 国語 理科 英語 数学 社会 美術 学活 数学 英語 音楽 技術   道徳 国語 体育 英語 数学 理科 音楽 社会 国語 総合 国語 英語 社会 数学

２年１組 英語 社会 数学 国語 体育 理科 数学 技術 国語 総合 総合   道徳 英語 音楽 理科 英語 道徳 理科 体育 国語 社会 美術 数学 理科 国語

２年２組 数学 理科 体育 英語 音楽 社会 技術 国語 英語 総合 総合   道徳 国語 理科 体育 数学 道徳 国語 理科 社会 英語 体育 数学 美術 理科

２年３組 社会 国語 英語 理科 数学 体育 英語 理科 国語 総合 総合   道徳 国語 家庭 社会 音楽 道徳 数学 技術 英語 理科 英語 理科 国語 体育

３年１組 音楽 社会 数学 理科 国語 英語 理科 道徳 国語 体育 英語   道徳 国テ 英テ 数テ 社テ 理テ 英語 社会     社会 英語 体育 美術

３年２組 理科 数学 社会 体育 理科 英語 社会 道徳 体育 数学 英語   道徳 国テ 英テ 数テ 社テ 理テ 技術 美術     英語 数学 社会 国語

３年３組 体育 国語 理科 数学 英語 社会 数学 道徳 音楽 国語 体育   道徳 国テ 英テ 数テ 社テ 理テ 英語 国語     数学 体育 英語 理科

ﾄﾞﾘｰﾑ学級１ 数学 国語 英語 数学 数学 英語 英語 作業 数学 数学 国語   道徳 家庭 美術 理科 国語 数学 英語 理科 作業 国語 数学 自立 音楽 作業

ﾄﾞﾘｰﾑ学級２ 国語 家庭 数学 数学 英語 音楽 英語 国語 数学 数学 国語   道徳 数学 美術 数学 英語 道徳 英語 自立 数学 社会 国語 国語 音楽 国語
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