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 1-A  英語C  理科  地理  音楽  歴史  代数  英語E  代数 技術  理科  理科  保健体育  幾何  国語  美術  代数  家庭  幾何  国語  英語C  歴史  国語  地理  英語C

 1-B  英語C  理科  地理  音楽  歴史  代数  英語E  代数 技術  理科  理科  保健体育  幾何  国語  美術  代数  家庭  幾何  国語  英語C  歴史  国語  地理  英語C

 1-C  地理  英語C  代数  音楽  理科  国語  代数  幾何 技術  英語E  国語  保健体育  歴史  英語C  美術  国語  家庭  英語C  代数  理科  地理  理科  歴史  幾何

 2-A  英語C  歴史  代数  英語E  美術  地理  理科  国語  保健体育  幾何  代数  家庭  歴史  理科  理科  英語C  音楽  国語  代数  地理  国語  英語C  技術  幾何

 2-B  英語C  歴史  代数  英語E  美術  地理  理科  国語  保健体育  幾何  代数  家庭  歴史  理科  理科  英語C  音楽  国語  代数  地理  国語  英語C  技術  幾何

 2-C  地理  代数  英語C  理科  美術  国語  幾何  英語C  保健体育  国語  代数  家庭  国語  幾何  英語E  歴史  音楽  理科  英語C  代数  地理  歴史  技術  理科

 3-A  美術  数学  英語G  社会  現代文  理科β  英語G  英語E  古典  理科α  数学  社会  英語C  保健体育  英語E  音楽  数学  社会  理科α  現代文  数学  古典  英語G  英語C

 3-B  美術  数学  英語G  社会  現代文  理科β  英語G  英語E  古典  理科α  数学  社会  英語C  保健体育  英語E  音楽  数学  社会  理科α  現代文  数学  古典  英語G  英語C

 3-C  美術  古典  数学  社会  英語G  英語C  理科α  数学  社会  英語C  英語E  理科β  現代文  保健体育  英語G  音楽  現代文  社会  英語E  数学  英語G  数学  理科α  古典

 1-9  物基・生基  現代社会  英語表現Ⅰ  数学Ⅰ・Ａ  世界史Ａ  現代文B  英語表現Ⅰ  コミュ英Ⅰ  科学人間  体育  コミュ英Ⅰ  国語総合  数学Ⅰ・Ａ  世界史Ａ  コミュ英Ⅰ  国語総合  情報  数学Ⅰ・Ａ  現代文B  科学人間  数学Ⅰ・Ａ  国語総合  現代社会  物基・生基

 1-10  物基・生基  現代社会  英語表現Ⅰ  数学Ⅰ・Ａ  世界史Ａ  現代文B  英語表現Ⅰ  コミュ英Ⅰ  科学人間  体育  コミュ英Ⅰ  国語総合  数学Ⅰ・Ａ  世界史Ａ  コミュ英Ⅰ  国語総合  情報  数学Ⅰ・Ａ  現代文B  科学人間  数学Ⅰ・Ａ  国語総合  現代社会  物基・生基

 1-11  国語総合  数学Ⅰ・Ａ  物基・生基  世界史Ａ  コミュ英Ⅰ  英語表現Ⅰ  科学人間  国語総合  数学Ⅰ・Ａ  体育  数学Ⅰ・Ａ  現代社会  コミュ英Ⅰ  現代文B  現代社会  現代文B  情報  物基・生基  世界史Ａ  国語総合  英語表現Ⅰ  科学人間  数学Ⅰ・Ａ  コミュ英Ⅰ

 2-9文  数学Ⅱ  現代文B  化学基礎  情報  数学Ｂ  コミュ英Ⅱ  世界史Ｂ  体育  現代文B  日史・地理  コミュ英Ⅱ  化学基礎  英語表現Ⅱ  家庭基礎  数学Ⅱ  世界史Ｂ  理科特講  コミュ英Ⅱ  日史・地理  古典B  古典B  世界史Ｂ  数学Ｂ  数学Ⅱ

 2-9理  数学Ⅱ  現代文B  化学基礎  情報  数学Ｂ  コミュ英Ⅱ  物基・生基  体育  現代文B  日史・地理  コミュ英Ⅱ  化学基礎  英語表現Ⅱ  家庭基礎  数学Ⅱ  物基・生基  化学基礎  コミュ英Ⅱ  日史・地理  古典B  古典B  物基・生基  数学Ｂ  数学Ⅱ

 2-10  数学Ⅱ  英語表現Ⅱ  化学基礎  情報  数学Ｂ  古典B  物基・生基  体育  コミュ英Ⅱ  日史・地理  現代文B  化学基礎  古典B  家庭基礎  数学Ⅱ  物基・生基  化学基礎  現代文B  日史・地理  コミュ英Ⅱ  コミュ英Ⅱ  物基・生基  数学Ｂ  数学Ⅱ

 2-11文  数学Ⅱ  英語表現Ⅱ  化学基礎  情報  数学Ｂ  古典B  世界史Ｂ  体育  コミュ英Ⅱ  日史・地理  現代文B  化学基礎  古典B  家庭基礎  数学Ⅱ  世界史Ｂ  理科特講  現代文B  日史・地理  コミュ英Ⅱ  コミュ英Ⅱ  世界史Ｂ  数学Ｂ  数学Ⅱ

 2-11理  数学Ⅱ  英語表現Ⅱ  化学基礎  情報  数学Ｂ  古典B  物基・生基  体育  コミュ英Ⅱ  日史・地理  現代文B  化学基礎  古典B  家庭基礎  数学Ⅱ  物基・生基  化学基礎  現代文B  日史・地理  コミュ英Ⅱ  コミュ英Ⅱ  物基・生基  数学Ｂ  数学Ⅱ

 3-9文  コミュ英Ⅲ  体育  国語演習  国語演習１  社会演習  数学演習  社会演習  世界史演習  国語演習  コミュ英Ⅲ  世界史演習  数学演習  理演A・B  英語表現Ⅱ  世界史演習  化学基礎  コミュ英Ⅲ  国語演習１  数学演習  社会演習  理演A・B  数学演習  英語表現Ⅱ  国語演習

 3-9理  コミュ英Ⅲ  体育  国語演習  数Ⅲ・数演1  社会演習  数演・数演3  社会演習  物演・生演  国語演習  コミュ英Ⅲ  物演・生演  数演・数演3  化学  英語表現Ⅱ  物演・生演  化学  コミュ英Ⅲ  数Ⅲ・数演1  数演・数演3  社会演習  化学  数演・数演3  英語表現Ⅱ  国語演習

 3-10  コミュ英Ⅲ  体育  国語演習  国語演習１  社会演習  数学演習  社会演習  世界史演習  国語演習  コミュ英Ⅲ  世界史演習  数学演習  理演A・B  英語表現Ⅱ  世界史演習  化学基礎  コミュ英Ⅲ  国語演習１  数学演習  社会演習  理演A・B  数学演習  英語表現Ⅱ  国語演習

 3-11  コミュ英Ⅲ  体育  国語演習  数Ⅲ・数演1  社会演習  数演・数演3  社会演習  物演・生演  国語演習  コミュ英Ⅲ  物演・生演  数演・数演3  化学  英語表現Ⅱ  物演・生演  化学  コミュ英Ⅲ  数Ⅲ・数演1  数演・数演3  社会演習  化学  数演・数演3  英語表現Ⅱ  国語演習

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

5月　　　　　　25日　 5月　　　　　　26日　 5月　　　　　　27日　 5月　　　　　　28日　 5月　　　　　　29日　


